
歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

1 1 県（庁）処務規程（２冊の１） 静岡縣庁処務細則 昭和１９年度 (発)昭19. 4.  
（主管）総務部
人事課 ○

1 2 県（庁）処務規程（２冊の１） 静岡縣庁処務細則 昭和１９年度 (発)昭20. 3.31 知事官房 ○

1 3 県（庁）処務規程（２冊の１） 静岡縣庁処務規程 昭和２５年度 (発)昭25.10. 1 総務部庶務課 ○

1 4 県（庁）処務規程（２冊の１） 静岡縣庁諸規程（静岡縣例規集附録） 昭和２７年度 (発)昭27. 8.30 総務部庶務課 ○

2 1 県（庁）処務規程（２冊の２） 静岡縣庁処務規程 昭和３１年度 (発)昭31. 8.  
（主管）総務部
人事課 ○

2 2 県（庁）処務規程（２冊の２） 静岡縣諸規程 昭和３０年度 (発)昭30.11.20 知事公室総務課 ○

2 3 県（庁）処務規程（２冊の２） 文書事務関係法規集 昭和３１年度 (発)昭31. 4.  知事公室総務課 ○

2 4 県（庁）処務規程（２冊の２） 静岡縣庁処務規程 昭和３１年度 (発)昭31. 8.  
（主管）総務部
人事課 ○

2 5 県（庁）処務規程（２冊の２） 静岡縣行政組織規則・静岡縣処務規程 昭和３４年度 (発)昭34.12.20 総務部人事課 ○

3 1 恩給例規（一）（２冊の１）
職員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及其支給方
法設定ノ件許可ス

大正　９年度 (起)大10. 3. 7 内務部地方課 ○

3 2 恩給例規（一）（２冊の１）
郡ヨリ給料ヲ受クル職員退職諸給与支給規程中改
正ノ件許可ス

大正１０年度
(起)大10.10.11
(施)大10.10.15

内務部地方課 ○

3 3 恩給例規（一）（２冊の１）
職員退隠料退職給与金遺族扶助料及其支給規程中
改正ノ件許可ス

大正１０年度
(起)大11. 2.25
(施)大11. 3. 1

内務部地方課 ○

3 4 恩給例規（一）（２冊の１）
吏員ノ退隠料退職給与金遺族扶助料及其支給規程
中改正ノ件許可ス

大正１０年度
(起)大11. 2.25
(施)大11. 3. 1

内務部地方課 ○

3 5 恩給例規（一）（２冊の１）
本縣ニ於テ裁定スヘキ恩給又ハ退隠料等ノ請求書
類様式

大正１２年度 (施)大12.11. 6
（主管）総務部
職員厚生課 ○

3 6 恩給例規（一）（２冊の１）
小学校教員其他本縣ニ於テ裁定スヘキ恩給請求ニ
関スル件

昭和　３年度 (施)昭 3.12.26 学務部 ○

3 7 恩給例規（一）（２冊の１） 恩給負担分担ニ関スル件 昭和　４年度 (施)昭 4.12.19
（主管）総務部
職員厚生課 ○

3 8 恩給例規（一）（２冊の１） 恩給負担分担ニ関スル件 昭和　４年度 (施)昭 4.12. 5
（主管）総務部
職員厚生課 ○

3 9 恩給例規（一）（２冊の１） 勤続加算ニ関シ伺ヒノ件 昭和　５年度
(起)昭 5. 6.26
(施)昭 5. 7. 8

学務部教育課 ○
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3 10 恩給例規（一）（２冊の１） 恩給負担分担ニ関スル件 昭和　６年度 (収)昭 6. 5. 2 内閣恩給局 ○

3 11 恩給例規（一）（２冊の１）
公立ノ盲学校及聾学校ヲ恩給法上小学校ニ類スル
学校トシテ摘要スヘキ件

昭和　６年度 (収)昭 6. 6. 5 内閣恩給局長 ○

3 12 恩給例規（一）（２冊の１） 新恩給額計算表 昭和　６年度 (収)昭 6. 6.  内閣恩給局 ○

3 13 恩給例規（一）（２冊の１） 恩給負担分担ニ関スル件 昭和　６年度
(起)昭 6. 4.15
(施)昭 6. 4.17

教務部教育課 ○

3 14 恩給例規（一）（２冊の１） 恩給分担ニ関スル件 昭和　６年度 (収)昭 6. 5. 2 内閣恩給局 ○

3 15 恩給例規（一）（２冊の１） 大蔵省令第25号 昭和　８年度 (収)昭 8. 9.27 大蔵大臣 ○

3 16 恩給例規（一）（２冊の１）
昭和８年法律第50号附則第９条ニ規定スル「就
職」ノ意義ニ関シ通牒ノ件

昭和　８年度 (収)昭 8.11.15 内閣恩給局 ○

3 17 恩給例規（一）（２冊の１）
昭和８年勅令第236号恩給法施行令中改正ノ件ノ
改正要点

昭和　８年度 (施)昭 8.10. 1
（主管）総務部
職員厚生課 ○

3 18 恩給例規（一）（２冊の１）
通牒（改正恩給法中疑義ノ件ニ関シ群馬縣知事ヨ
リ照会有ノ件回答）

昭和　９年度 (収)昭 9.10.12
文部大臣官房秘
書課長 ○

3 19 恩給例規（一）（２冊の１）
通牒（公立学校職員年功加俸遡及給与発令処分ニ
対スル恩給額基礎俸給ノ計算方ニ付局議決定）

昭和１０年度 (収)昭10.10.12
内務大臣官房人
事課長 ○

3 20 恩給例規（一）（２冊の１）
通牒（準教育職員ノ在職年月数及退職前ノ俸給年
額ノ計算方ニ関シ局議決定）

昭和１０年度 (収)昭10.10.14
内務大臣官房人
事課長 ○

3 21 恩給例規（一）（２冊の１） 通牒（国庫納金徴収方ニ関シ局議決定） 昭和１０年度 (収)昭10.10.12
内務大臣官房人
事課長 ○

3 22 恩給例規（一）（２冊の１）
通牒（教育職員ノ改正前ノ俸給規定ニ依リ受ケタ
ル俸給ニ対スル富分俸給ノ一級上位ノ俸給額計算
方他局議決定）

昭和１０年度 (収)昭10.11.30
内務大臣官房人
事課長 ○

3 23 恩給例規（一）（２冊の１） 在職中ノ職務ニ関スル犯罪ニ関スル件回答 昭和　８年度 (収)昭 9. 1.16 内閣恩給局長 ○

3 24 恩給例規（一）（２冊の１）
恩給・扶助料受給者各年末現在人員金額表、同新
規裁定人員金額表、一時金受給者裁定人員金額表

昭和　５年度
～

昭和　９年度
内閣恩給局 ○

3 25 恩給例規（一）（２冊の１）
局議決定通牒（恩給請求ニ於ケル基礎俸給等ノ照
会ニ対スル回答）

昭和１１年度 (収)昭12. 1.29 内閣恩給局 ○

3 26 恩給例規（一）（２冊の１） 軍隊手帳ニ依リ御取調相成度 内閣恩給局 ○

3 27 恩給例規（一）（２冊の１） 秘書課事務分掌 ○
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3 28 恩給例規（一）（２冊の１） 人事課事務分掌 ○

3 29 恩給例規（一）（２冊の１） 通牒（恩給ノ在職年ニ関スル照会ニ対スル回答） 昭和１１年度 (収)昭12. 1.11
文部大臣官房秘
書課長 ○

3 30 恩給例規（一）（２冊の１） 勅令第360号（恩給給与規則改正ノ件） 昭和１２年度 (収)昭12. 7.20 内閣総理大臣 ○

3 31 恩給例規（一）（２冊の１） 昭和12年縣吏員諸給与 昭和１２年度 ○

3 32 恩給例規（一）（２冊の１） 人事課事務分掌 昭和１３年度 ○

3 33 恩給例規（一）（２冊の１） 法律第57号恩給金庫法 昭和１３年度 ○

3 34 恩給例規（一）（２冊の１）
照会（明治33年勅令第132号ニオケル俸給支給ノ
件）

昭和１４年度
(起)昭14. 5.14
(施)昭14. 5.14

総務部人事課 ○

3 35 恩給例規（一）（２冊の１） 恩給一部停止ノ場合ノ支給額計算ニ関スル通牒 昭和１６年度 (収)昭17. 3.24 内閣恩給局 ○

3 36 恩給例規（一）（２冊の１） 裁定要項通知書 昭和１８年度 (収)昭18. 6.25 内閣恩給局 ○

3 37 恩給例規（一）（２冊の１） 恩給法施行令ノ改正ニツイテ 昭和１７年度 (収)昭18. 2. 1 内閣恩給局長 ○

3 38 恩給例規（一）（２冊の１）
準士官以下ノ軍人恩給受給者ニ対スル俸給差額支
給ニ関スル件

昭和１７年度 (収)昭17.11.30 愛媛県 ○

3 39 恩給例規（一）（２冊の１） 裁定要項通知書 昭和１８年度 (収)昭18.12.10 内閣恩給局 ○

3 40 恩給例規（一）（２冊の１） 裁定要項通知書 昭和１８年度 (収)昭18.12.10 内閣恩給局 ○

3 41 恩給例規（一）（２冊の１）
静岡縣条例第９号縣吏員退職諸給与支給規定ノ改
正

昭和１９年度
(起)昭19.10.21
(施)昭19.10.24

人事課 ○

4 1 恩給例規（一）（２冊の２）
昭和20年11月24日大日本帝国政府ニ対スル覚書
（中央終戦連絡事務局経由）

昭和２０年度 (収)昭20.11.24

4 2 恩給例規（一）（２冊の２）
連合国最高司令部ノ指令ニ基ク恩給廃止ニ関スル
件

昭和２０年度 (収)昭20.12.15 内閣恩給局

4 3 恩給例規（一）（２冊の２）
軍人軍属以外の公務員及其の遺族に対する恩給の
支給に関する件

昭和２１年度 (収)昭21. 5.21 内閣恩給局

4 4 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給請求書類の取扱に付て 昭和２１年度 (収)昭21. 4.27
内閣恩給局審査
課長

3 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

4 5 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給法ノ特例公布ニ伴ウ事務取扱ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 2.19
内閣恩給局審査
課長

4 6 恩給例規（一）（２冊の２）
「ポツダム」宣言受諾に伴ひ発する命令に関する
件に基く恩給等に関する件

昭和２１年度 (収)昭21. 5.14
内務大臣官房人
事課長

4 7 恩給例規（一）（２冊の２）
通牒（ポツダム宣言に基づき発せられた連合国最
高司令部の指令に基づく恩給給与廃止並に其の取
扱について）

昭和２１年度 (収)昭21. 6. 6
内務大臣官房人
事課長

4 8 恩給例規（一）（２冊の２）

連合国最高司令部の指令「Ｂ」項及び「Ｃ」項に
抵触する者で現に恩給其の他の給与を受けている
者の該数、理由について内務大臣官房からの照会
に対する回答

昭和２１年度
(起)昭21. 6. 5
(施)昭21. 6. 8

内務部人事課

4 9 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給受給権調査に関する件 昭和２１年度 (収)昭21.10.23
内務大臣官房人
事課長

4 10 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給受給権調査に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 9.25 内閣恩給局

4 11 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給関係事務打合会開催の件 昭和２１年度 (収)昭22. 1. 7 愛知県人事課長

4 12 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給法特例の適用について 昭和２１年度 (収)昭21.10.20
内務大臣官房会
計課長

4 13 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給事務係官派遣方依頼について 昭和２１年度
(起)昭22. 3.10
(施)昭22. 3.11

内務部人事課

4 14 恩給例規（一）（２冊の２）
縣吏員職員退職諸給与支給規定臨時特例制定につ
いて

昭和２１年度
(起)昭22. 2.14
(施)昭22. 3.10

内務部人事課

4 15 恩給例規（一）（２冊の２）
地方自治法の施行による地方庁官吏の身分切換え
に伴う恩給の取扱について

昭和２２年度 (収)昭22. 4.15 内務省地方局長

4 16 恩給例規（一）（２冊の２）
要審議（縣吏員職員退職諸給与支給規定の一部の
改正）

昭和２２年度 (施)昭22. 9. 5 総務部人事課

4 17 恩給例規（一）（２冊の２） 一時恩給請求について 昭和２２年度
(起)昭22. 9.10
(施)昭22. 9.23

総務部人事課

4 18 恩給例規（一）（２冊の２） 地方公共団体職員の恩給法上の取り扱いについて 昭和２２年度 (収)昭22.10. 8 内務省地方局長

4 19 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給請求書類の進達について 昭和２２年度 (収)昭22.12.19
内務大臣官房人
事課長

4 20 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給請求書に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 2 総理庁恩給局長

4 21 恩給例規（一）（２冊の２）
縣吏員職員退職諸給与支給規定臨時特例制定につ
いて

昭和２３年度
(起)昭23.10.19
(施)昭23.12. 3

総務部人事課
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4 22 恩給例規（一）（２冊の２）
恩給法の一部を改正する法律及び同臨時特例の施
行に伴う退隠料（恩給）条例の措置について

昭和２３年度 (収)昭23.10. 4
総理庁官房自治
課長

4 23 恩給例規（一）（２冊の２） 復命書（恩給事務打合会議） 昭和２３年度 (起)昭23.11. 1 総務部人事課

4 24 恩給例規（一）（２冊の２）
恩給法の一部を改正する法律及び恩給法臨時特例
について

昭和２３年度 (収)昭23. 8.28
総理庁官房自治
課長

4 25 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給請求手続等の改正命令に関する件 昭和２３年度 (収)昭23.12. 3
総理庁恩給局審
査課長

4 26 恩給例規（一）（２冊の２）
縣吏員職員退職諸給与支給規定臨時特例による退
職書給与金の改正及び請求手続き制定について

昭和２３年度
(起)昭23.12.12
(施)昭24. 1.18

総務部人事課

4 27 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給請求に関する件 昭和２３年度 (収)昭24. 2.16 総理庁恩給局

4 28 恩給例規（一）（２冊の２） 恩給及び退隠料証書様式改正について 昭和２３年度 (起)昭23.12. 3 総務部人事課

4 29 恩給例規（一）（２冊の２） 労働省部内恩給取扱手続について 昭和２３年度 (収)昭23.10.10
労働大臣官房秘
書課長

4 30 恩給例規（一）（２冊の２） 一時恩給の請求について 昭和２３年度 (収)昭24. 1. 7
労働大臣官房秘
書課長

5 1 図書館関係綴 縣立図書館長任用ニ関スル件 昭和１１年度 (起)昭11. 6. 5
学務部社会教育
課 ○

5 2 図書館関係綴 公立図書館長異動報告 昭和１１年度
(起)昭11. 5. 5
(施)昭11. 5. 5

学務部社会教育
課 ○

5 3 図書館関係綴 清水市立図書館長の解職 昭和１１年度
(起)昭12. 2.22
(施)昭12. 2.26

学務部社会教育
課 ○

5 4 図書館関係綴 清水市立図書館司書兼書記の任用 昭和１１年度
(起)昭12. 3.25
(施)昭12. 3.29

学務部社会教育
課 ○

5 5 図書館関係綴 榛原郡初倉村立図書館設置認可 昭和１０年度
(起)昭10. 7.20
(施)昭10. 8. 3

学務部社会教育
課 ○

6 1 狩猟統計書類 昭和13年度狩猟統計 昭和１４年度 (収)昭14.12.27 農林省山林局

6 2 狩猟統計書類 狩猟統計ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 6.25
(施)昭15. 6.25

警察部保安課

6 3 狩猟統計書類
狩猟法令違反及銃器使用ニ因り生シタル過失殺傷
事件ニ関スル件

昭和１５年度
(起)昭15. 6.25
(施)昭15. 7. 4

警察部保安課

6 4 狩猟統計書類 狩猟者ニヨル鳥獣捕獲数ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 6. 6
(決)昭15. 7. 6
(施)昭15. 7. 8

警察部保安課
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6 5 狩猟統計書類 狩猟統計ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 6.11
(決)昭16. 6.13
(施)昭16. 6.13

警察部保安課

6 6 狩猟統計書類
狩猟法令違反及銃器使用ニ因り生シタル過失殺傷
事件ニ関スル件

昭和１６年度
(起)昭16. 6.12
(決)昭16. 6.13
(施)昭16. 6.13

警察部保安課

6 7 狩猟統計書類 狩猟者ニヨル鳥獣捕獲数ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16. 7.14 警察部保安課

6 8 狩猟統計書類 昭和14年度狩猟統計 昭和１６年度 (収)昭17. 2.28 農林省山林局

6 9 狩猟統計書類 昭和15年度狩猟統計 昭和１６年度 (収)昭17. 2.28 農林省山林局

6 10 狩猟統計書類 狩猟関係統計報告ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 6. 9
(決)昭17. 6.11
(施)昭17. 6.12

警察部保安課

6 11 狩猟統計書類 狩猟者ニ依ル鳥獣捕獲数調ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 7. 9
(決)昭17. 7.11
(施)昭17. 7.11

警察部保安課

6 12 狩猟統計書類 狩猟統計報告ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 6. 5
(決)昭18. 6. 8
(施)昭18. 6. 8

警察部保安課

6 13 狩猟統計書類 昭和16年度狩猟統計 昭和１７年度 (収)昭18. 3.30 農林省山林局

6 14 狩猟統計書類 鳥獣捕獲報告ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 8. 2
(決)昭18. 8. 9
(施)昭18. 8. 9

警察部保安課

6 15 狩猟統計書類 狩猟統計報告ノ件 昭和１９年度
(起)昭19. 6. 2
(決)昭19. 6. 6
(施)昭19. 6. 7

警察部総務課

6 16 狩猟統計書類 昭和17年度狩猟統計 昭和１８年度 (収)昭19. 3.30 農商省山林局

6 17 狩猟統計書類 狩猟統計ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭19. 6.29
(決)昭19. 6.29
(施)昭19. 6.29

警察部総務課

6 18 狩猟統計書類 昭和19年度狩猟免状並鳥獣捕獲許可証下付報告書 昭和２０年度

6 19 狩猟統計書類
昭和19年度鳥獣捕獲許可証受払並狩猟者ニ依ル捕
獲数調表

昭和１９年度

6 20 狩猟統計書類 昭和20年度狩猟免状並鳥獣捕獲許可証下付報告書 昭和２０年度

6 21 狩猟統計書類 鳥獣捕獲調書 昭和２２年度 (施)昭22. 4.20

6 22 狩猟統計書類 狩猟統計報告書 昭和２２年度
(起)昭22. 6. 6
(決)昭22. 6.10
(施)昭22. 6.10

警察部保安課
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6 23 狩猟統計書類 鳥獣捕獲数報告書 昭和２２年度
(起)昭22. 6.26
(決)昭22. 6.  
(施)昭22. 6.  

警察部保安課

6 24 狩猟統計書類 昭和21年度狩猟統計 昭和２３年度 (収)昭23. 4.15 農林省林野局

6 25 狩猟統計書類 狩猟統計報告 昭和２３年度
(起)昭23. 5.15
(決)昭23. 5.17
(施)昭23. 5.18

経済部山林課

6 26 狩猟統計書類 狩猟者に依る鳥獣捕獲数報告 昭和２３年度
(起)昭23. 6. 9
(決)昭23. 6.10
(施)昭23. 6.11

経済部山林課

6 27 狩猟統計書類 狩猟免状並鳥獣捕獲許可証下付報告 昭和２４年度
(起)昭24. 4. 7
(決)昭24. 4. 8
(施)昭24. 4. 8

林務部林政課

6 28 狩猟統計書類 狩猟者の鳥獣捕獲数報告 昭和２４年度
(起)昭24. 5. 9
(決)昭24. 5.10
(施)昭24. 5.11

林務部林政課

6 29 狩猟統計書類 狩猟関係用紙について 昭和２２年度
(起)昭23. 1.27
(決)昭23. 1.31
(施)昭23. 1.31

林務部林政課

6 30 狩猟統計書類 狩猟法違反事件検挙件数調の件 昭和２４年度
(起)昭24. 7. 4
(決)昭24. 7. 5
(施)昭24. 7. 5

林務部林政課

6 31 狩猟統計書類 狩猟免状下付、鳥獣捕獲許可証下付報告 昭和２５年度
(起)昭25. 4.13
(決)昭25. 4.17
(施)昭25. 4.18

林務部林政課

6 32 狩猟統計書類 狩猟者に依る鳥獣捕獲数調表 昭和２５年度
(起)昭25. 6. 9
(決)昭25. 6.12
(施)昭25. 6.12

林務部林政課

6 33 狩猟統計書類 昭和23狩猟年度狩猟統計 昭和２５年度 (収)昭26. 1.20 農林省林野庁

6 34 狩猟統計書類 電報回答（狩猟免許数） 昭和２４年度 (起)昭25. 3.16 林務部林政課

7 1 静岡大火関係綴（昭和15年災害）
静岡縣臨時静岡火災救護事務局規定（静岡縣訓令
第10号）

昭和１４年度 (施)昭15. 1.15
（主管）民生部
福祉企画課 ○

7 2 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市大火概況 昭和１４年度 (施)昭15. 1.17
（主管）民生部
福祉企画課 ○

7 3 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 罹災救助方針 昭和１４年度
（主管）民生部
福祉企画課 ○

7 4 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市大火災に際し当庁を中心とせる救援状況 昭和１４年度
（主管）民生部
福祉企画課 ○

7 5 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市災害状況調査表 昭和１４年度
（主管）民生部
福祉企画課 ○

7 6 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市火災罹災救助費及義捐金調 昭和１５年度 (施)昭15. 6.17
（主管）民生部
福祉企画課 ○
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7 7 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市火災罹災者救護等ニ関スル件 昭和１４年度
（主管）民生部
福祉企画課 ○

7 8 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 罹災救助費支出ニ関スル件伺 昭和１４年度
（主管）民生部
福祉企画課 ○

7 9 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市火災損害額調 昭和１４年度 (施)昭15. 1.27
（主管）民生部
福祉企画課 ○

7 10 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市火災義捐金ニ関スル件 昭和１５年度 (収)昭15. 9.17 静岡市長 ○

7 11 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市火災義捐金ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16. 5.24 学務部社会課長 ○

7 12 静岡大火関係綴（昭和15年災害） 静岡市火災義捐金調 昭和１５年度 (施)昭16. 2.28
（主管）民生部
福祉企画課 ○

8 1
呉鎮在籍者海軍々属戦没者カード
（２冊の１）

呉鎮在籍者海軍々属戦没者カード（イ～ク）
昭和１７年度

～
昭和２０年度

（主管）民生部
高齢者対策課

9 1
呉鎮在籍者海軍々属戦没者カード
（２冊の２）

呉鎮在籍者海軍々属戦没者カード（ヤ～ス）
昭和１７年度

～
昭和２０年度

（主管）民生部
高齢者対策課

10 1
志願兵水兵科出身下士官兵復員者
カード

志願兵水兵科出身下士官兵復員者カード 昭和２０年度
（主管）民生部
高齢者対策課

11 1 縣有財産借用関係書類
縣有財産借用証書（縣立三方原学園敷地内送電線
電柱並支線敷）

昭和１８年度 (収)昭19. 3. 4
日本発送電株式
会社

11 2 縣有財産借用関係書類 縣有財産貸付ニ関スル件伺 昭和１８年度
(起)昭19. 2.12
(施)昭19. 2.15

内政部軍事厚生
課

11 3 縣有財産借用関係書類
縣立三方原学園ノ敷地一部借用ノ申込ニ関スル件
（供覧）

昭和１８年度 (起)昭18.12.27
内政部軍事厚生
課

11 4 縣有財産借用関係書類
縣有財産借用証書（縣立三方原学園敷地内電話線
電柱並支線敷）

昭和１９年度 (起)昭20. 2.12
内政部軍事厚生
課

11 5 縣有財産借用関係書類 縣有財産貸付ニ関スル件伺 昭和１９年度
(起)昭20. 1.29
(施)昭20. 2. 4

内政部軍事厚生
課

12 1 縣有財産 日本医療園所有地の購入について 昭和２１年度
(起)昭22. 2.24
(決)昭22. 3. 7
(施)昭22. 3.10

民生部厚生課

12 2 縣有財産 沼津市児童相談所建物寄付受納について 昭和２３年度
(起)昭24. 1. 5
(決)昭24. 1.13
(施)昭24. 1.14

民生部児童課

12 3 縣有財産 財産調について（回答） 昭和２５年度
(起)昭25. 4. 8
(決)昭25. 4.10
(施)昭25. 4.10

民生部児童課

12 4 縣有財産 縣有財産調について（報告） 昭和２３年度
(起)昭24. 3.  
(決)昭24. 3.14
(施)昭24. 3.14

民生部児童課
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12 5 縣有財産 縣有物件の火災保険契約調について（提出） 昭和２４年度
(起)昭25. 1.31
(決)昭25. 1.31
(施)昭25. 1.31

民生部児童課

12 6 縣有財産 縣有財産現在高調について 昭和２４年度 (収)昭24.11.14 総務部長

12 7 縣有財産 縣有財産現在高調について 昭和２４年度 (施)昭25. 1. 7 民生部児童課

12 8 縣有財産 縣有財産台帳について 昭和２５年度 (施)昭25. 4.26 民生部児童課

12 9 縣有財産 縣有建物の火災保険契約について 昭和２５年度
(起)昭25. 6.30
(決)昭25. 7. 1
(施)昭25. 7. 1

民生部児童課

12 10 縣有財産 縣有財産表作成資料の提出について 昭和２５年度 (収)昭25.11.13 総務部長

12 11 縣有財産 縣有財産台帳の作成について 昭和２６年度 (起)昭26. 5.  民生部児童課

12 12 縣有財産 縣有財産台帳作成について 昭和２５年度
(起)昭25. 8.30
(施)昭25. 8.31

民生部児童課

12 13 縣有財産 縣有財産台帳の作成について 昭和２５年度
(起)昭25. 9.29
(施)昭25.10. 6

民生部児童課

13 1 県有財産関係綴 県有財産現在額報告について 昭和３４年度
(起)昭35. 1.18
(施)昭35. 1.18

母子福祉課

13 2 県有財産関係綴 県有財産現在額報告書の提出について 昭和３３年度 (起)昭34. 1.19 母子福祉課

13 3 県有財産関係綴 県有財産異動報告書の提出について 昭和３２年度
(起)昭33. 1.14
(施)昭33. 1.14

母子福祉課

13 4 県有財産関係綴 県有財産異動報告書の提出について 昭和３３年度
(起)昭33.12.20
(施)昭33.12.20

母子福祉課

13 5 県有財産関係綴 県有財産現在額報告書の提出について 昭和３２年度
(起)昭33. 1.14
(施)昭33. 1.14

母子福祉課

13 6 県有財産関係綴 県有財産台帳の評価報告について 昭和３３年度
(起)昭33. 9. 5
(施)昭33. 9. 6

母子福祉課

13 7 県有財産関係綴
浜松市新橋町「清明寮」土地の地目変更,合筆登
記嘱託申請について

昭和３２年度
(起)昭32. 9.10
(決)昭32. 9.10
(施)昭32. 9.10

母子福祉課

13 8 県有財産関係綴
浜名郡舞阪町「弁天島同胞寮」の登記嘱託申請に
ついて

昭和３２年度
(起)昭32. 8.29
(決)昭32. 8.29
(施)昭32. 8.29

母子福祉課

13 9 県有財産関係綴
駿河寮、静岡療護園、川奈臨海学園、岳東寮の建
物登記嘱託申請について

昭和３２年度
(起)昭32. 8.16
(施)昭32. 8.19

母子福祉課
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13 10 県有財産関係綴 県有財産表作成資料の提出について 昭和３１年度
(起)昭32. 1.10
(施)昭32. 1.10

母子福祉課

13 11 県有財産関係綴 所有権移転登記嘱託書について（供覧） 昭和２３年度 (収)昭23.10. 7 民生部児童課

13 12 県有財産関係綴 所有権移転登記嘱託書について 昭和２３年度
(起)昭23. 9.27
(決)昭23. 9.28
(施)昭23.10. 2

民生部児童課

13 13 県有財産関係綴 所有権移転登記嘱託書について（供覧） 昭和２９年度 (起)昭29. 9. 2 母子福祉課

13 14 県有財産関係綴 所有権移転登記嘱託書について（供覧） 昭和２９年度
(起)昭29. 8. 4
(決)昭29. 8.21

母子福祉課

13 15 県有財産関係綴 所有権移転登記嘱託書について 昭和２９年度
(起)昭29. 7.13
(決)昭29. 7.15
(施)昭29. 7.15

母子福祉課

13 16 県有財産関係綴 売買契約書供覧について 昭和２９年度
(起)昭29. 7.29
(決)昭29. 8.21

母子福祉課

13 17 県有財産関係綴 虚弱児施設敷地買収について 昭和２９年度
(起)昭29. 6.28
(決)昭29. 7.13

母子福祉課

13 18 県有財産関係綴
虚弱児施設敷地所有権移転登記に添付した関係書
類返送について

昭和２９年度
(起)昭29.11.17
(決)昭29.11.19
(施)昭29.11.19

母子福祉課

13 19 県有財産関係綴
県有財産台帳の価格改定に関する評価要領の一部
訂正について

昭和３１年度 (収)昭31. 6.21 総務部長

13 20 県有財産関係綴
行政財産の一部を住居の用に供している場合にお
ける県公舎に準ずるものの承認について

昭和３１年度 (収)昭31.10. 4 総務部長

13 21 県有財産関係綴 公舎貸付に伴う公舎使用料協議書提出について 昭和３１年度 (収)昭31. 8. 1
静岡児童相談所
長

13 22 県有財産関係綴
県公舎使用料協議書並に行政財産の一部を住居の
用に供している場合における有料公舎に準ずるも
のの承認申請について

昭和３１年度 (収)昭31. 8.23
静岡県立三方原
学園長

13 23 県有財産関係綴 無料公舎の貸与を受ける者の職の指定について 昭和３１年度 (収)昭31. 8. 1 総務部長

13 24 県有財産関係綴 国有財産（土地）の売買証明について 昭和３２年度
(起)昭32. 8.27
(施)昭32. 8.29

母子福祉課

13 25 県有財産関係綴 普通財産売買売買契約書について 昭和２７年度
(起)昭27. 6.  
(決)昭27. 6.12
(施)昭27. 6.12

母子福祉課

13 26 県有財産関係綴 うかがい（子供の家福音寮敷地の買入について） 昭和２６年度 (起)昭27. 3.31 児童課

13 27 県有財産関係綴 普通財産売払申請書提出について 昭和２７年度
(起)昭27. 1.22
(施)昭27. 4. 1

児童課
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13 28 県有財産関係綴
うかがい（県立浜名寮土地地目変更登記手続につ
いて）

昭和３２年度
(起)昭32. 8.11
(決)昭32. 8.13
(施)昭32. 8.13

母子福祉課

13 29 県有財産関係綴
供覧（母子寮緑寮の敷地所有権移転に係る権利証
について）

昭和２８年度
(起)昭28. 7.24
(決)昭28. 8.16

母子福祉課

13 30 県有財産関係綴 所有権移転登記嘱託について 昭和２８年度
(起)昭28. 4.20
(決)昭28. 4.20

母子福祉課

13 31 県有財産関係綴
伺（緑寮（母子寮）敷地売買契約の更改につい
て）

昭和２８年度 (起)昭28. 5.28 母子福祉課

13 32 県有財産関係綴 土地購入についてうかがい 昭和２８年度
(起)昭28. 3.25
(決)昭28. 4.13

母子福祉課

13 33 県有財産関係綴 供覧（緑寮土地実測について） 昭和２７年度 (起)昭28. 3.24
（主管）民生部
児童課

13 34 県有財産関係綴
通知書（供覧）（緑寮敷地所有者からの貸借契約
期間満了後の土地の扱いについて）

昭和２７年度 (収)昭28. 1.26
（主管）民生部
児童課

13 35 県有財産関係綴 土地貸借契約についてうかがい 昭和２７年度 (起)昭27. 9.15 母子福祉課

13 36 県有財産関係綴 母子寮敷地買収方針御依頼 昭和２７年度 (収)昭28. 1. 7
静岡社会福祉事
業協会

13 37 県有財産関係綴 不動産登記書類の写しの送付について 昭和３２年度 (収)昭32. 8.19
静岡県立浜名寮
長

13 38 県有財産関係綴 県立浜名寮敷地に係る権利書送付について 昭和３０年度 (収)昭30.11.19
静岡県立浜名寮
長

14 1
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

県有財産（土地）の交換にともなう登記事務につ
いて

昭和３９年度 (収)昭40. 1. 6 県立磐田学園

14 2
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

支出負担行為伺 昭和３９年度 (起)昭39. 5. 8 民生部児童課

14 3
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

土地交換及売買契約の締結について（供覧） 昭和３８年度 (起)昭39. 3.17 民生部児童課

14 4
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

県有財産（土地）の交換並びに敷地拡張のための
土地買収について（伺）

昭和３８年度
(起)昭39. 3. 9
(決)昭39. 3.10
(施)昭39. 3.11

民生部児童課

14 5
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

土地交換契約の締結について（供覧） 昭和３８年度 (起)昭38. 7.31 民生部児童課

14 6
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

土地分筆登記について 昭和３８年度 (起)昭38. 7.19 民生部児童課

14 7
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

県有財産（土地）の交換について 昭和３７年度 (起)昭38. 2.25 民生部児童課
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14 8
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

磐田学園土地交換に伴う覚書内容の一部変更につ
いて

昭和３７年度
(起)昭37.12.26
(施)昭38. 1. 8

民生部児童課

14 9
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

県有財産（土地）の交換について 昭和３７年度 (起)昭37.10. 9 民生部児童課

14 10
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

磐田学園敷地の分筆について 昭和３７年度
(起)昭37. 9.10
(決)昭37. 9.10

民生部児童課

14 11
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

復命書（県立浜名寮移転候補地の調査） 昭和３４年度 (起)昭34. 6.12 母子福祉課

14 12
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

浜名寮移転改築用地買収に伴う取得証明について
伺

昭和３５年度
(起)昭35.12. 5
(決)昭35.12. 9
(施)昭35.12.13

母子福祉課

14 13
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

学園及び公営住宅等上水道敷設計画書

14 14
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

浜名寮移転先水道架設費の一部負担について伺 昭和３４年度 (起)昭35. 3.15 母子福祉課

14 15
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

伺（浜名寮移転予定地の地目変更及び分筆登記に
ついて）

昭和３４年度 (起)昭35. 2.17 母子福祉課

14 16
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

伺（浜名寮敷地の売買証明書発行について） 昭和３４年度
(起)昭35. 3. 8
(決)昭35. 3. 9

母子福祉課

14 17
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

土地所有権移転登記書の供覧 昭和３４年度 (起)昭35. 1.18 母子福祉課

14 18
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

土地売買契約書の供覧について 昭和３４年度 (起)昭35. 1. 7 母子福祉課

14 19
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

土地売買契約書及び移転登記書の供覧 昭和３４年度
(起)昭34.12.15
(決)昭34.12.16

母子福祉課

14 20
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

伺（県立浜名寮土地登記簿謄本交付申請書の提出
について）

昭和３４年度 (起)昭34.11.24 母子福祉課

14 21
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

県立浜名寮移転土地の取得について 昭和３４年度
(起)昭34.11.  
(決)昭34.12. 8

母子福祉課

14 22
県有財産関係綴（浜名寮土地建物
売却関係綴）

財産（土地）の取得について伺 昭和３４年度 (起)昭34. 7. 7 母子福祉課

15 1 県有財産関係綴 県有財産の取得並びに所属替えについて 昭和３８年度
(起)昭39. 3.23
(決)昭39. 3.26

児童課

15 2 県有財産関係綴 県有財産の分掌替について（伺い） 昭和３８年度
(起)昭38.10.14
(決)昭38.10.30

児童課

15 3 県有財産関係綴
肢体不自由児施設静岡療護園の移転改築に伴う建
物の用途変更について（伺い）

昭和３７年度
(起)昭37.11.15
(決)昭37.11.15
(施)昭37.11.15

児童課
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15 4 県有財産関係綴 県有財産貸付契約の締結について 昭和３６年度 (起)昭37. 1.18 児童課

15 5 県有財産関係綴 県有財産（医療用機械）の取扱について 昭和３８年度 (収)昭38. 6.12 総務部長

15 6 県有財産関係綴 財産の所属変更について 昭和３８年度 (収)昭38. 5.20 総務部長

15 7 県有財産関係綴 県有財産（建物）の分掌替について 昭和３７年度 (収)昭37.12.27 静岡児童相談所

15 8 県有財産関係綴
県有財産弁天島同胞寮建物の所有権移転登記の完
了について

昭和３７年度
(起)昭37.12.24
(施)昭38. 1. 7

児童課

15 9 県有財産関係綴
県有財産売却に伴う所有権移転登記の嘱託につい
て

昭和３７年度
(起)昭37.12.15
(施)昭37.12.20

児童課

15 10 県有財産関係綴
児童福祉施設の改築に伴う財産譲渡承認通知書
（供覧）

昭和３７年度 (起)昭37.12. 3 児童課

15 11 県有財産関係綴
児童福祉施設弁天島同胞寮母子寮の財産処分に関
する承認申請書

昭和３７年度
(起)昭37. 9. 8
(決)昭37. 9.11
(施)昭37. 9.11

児童課

15 12 県有財産関係綴 県有財産弁天島同胞寮母子寮の財産処分について 昭和３７年度
(起)昭37.10.24
(決)昭37.10.26

児童課

15 13 県有財産関係綴 売買契約書の供覧について 昭和３７年度 (起)昭37.10. 2 児童課

15 14 県有財産関係綴 県有建物弁天島同胞寮母子寮の売買契約について 昭和３７年度
(起)昭37. 9.27
(施)昭37. 9.28

児童課

15 15 県有財産関係綴 県有財産弁天島同胞寮母子寮の財産処分について 昭和３７年度
(起)昭37. 8.23
(決)昭37. 9. 3

児童課

15 16 県有財産関係綴 弁天島同胞寮母子寮の財産処分に関する協議 昭和３７年度
(起)昭37. 8.14
(施)昭37. 8.15

児童課

15 17 県有財産関係綴 県有財産（建物）の評価について 昭和３７年度 (起)昭37. 7.10 児童課

15 18 県有財産関係綴 県有公舎借用証書について（供覧） 昭和３７年度 (収)昭37. 9. 7 磐田学園

15 19 県有財産関係綴 吉原林間学園土地使用契約の一部変更について 昭和３７年度 (起)昭37. 9. 8 児童課

15 20 県有財産関係綴 土地使用貸借契約の締結について 昭和３６年度 (起)昭37. 1.26 児童課

15 21 県有財産関係綴 土地使用貸借契約について 昭和３６年度
(起)昭36.10.23
(決)昭36.11.30

児童課
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15 22 県有財産関係綴 情緒障害児短期治療施設の敷地決定について 昭和３６年度 (施)昭36.  .  児童課

15 23 県有財産関係綴 県有財産貸付契約について 昭和３６年度
(起)昭36.11.14
(施)昭36.11.15

児童課

15 24 県有財産関係綴 供覧（県有地の境界標柱設置について） 昭和３６年度 (起)昭36.11.24 児童課

15 25 県有財産関係綴 管財事務の適正化について 昭和３７年度
(起)昭37. 8. 6
(施)昭37. 8. 7

児童課

15 26 県有財産関係綴 沼津児童相談所敷地賃貸借契約の更新について 昭和３７年度
(起)昭37. 5. 8
(施)昭37. 5. 9

児童課

15 27 県有財産関係綴 無料公舎の貸与を受ける者の職の指定について 昭和３７年度
(起)昭37. 4. 2
(施)昭37. 4. 5

児童課

15 28 県有財産関係綴
県有資産所在市町村交付金の客体となる固定資産
のうち公邸及び無料公舎の指定について

昭和３６年度
(起)昭36. 9.19
(決)昭36. 9.20
(施)昭36. 9.20

児童課

15 29 県有財産関係綴 知事印押捺について 昭和３６年度
(起)昭37. 3. 2
(施)昭37. 3. 2

児童課

15 30 県有財産関係綴 県有財産台帳の評価替の取扱手続について 昭和３５年度 (収)昭36. 2.20 総務部長

15 31 県有財産関係綴 県有財産台帳の評価替に関する評価要領について 昭和３５年度 (収)昭36. 2.20 総務部長

15 32 県有財産関係綴
県有財産台帳の評価替並びに公舎使用料算定基準
改訂事務の説明会開催について

昭和３５年度 (収)昭36. 2.21 総務部長

15 33 県有財産関係綴 県有建物に対する火災防止について 昭和３５年度 (収)昭36. 2.21 総務部長

15 34 県有財産関係綴 県有財産の登記事務の促進について 昭和３５年度 (収)昭35.12. 6 総務部長

15 35 県有財産関係綴
財産条例及び契約条例に基く県議会提出議案の標
準様式について

昭和３５年度 (収)昭35. 9. 1 総務部長

15 36 県有財産関係綴 建物の新（増、改）築に関する事務について 昭和３５年度 (収)昭35. 8.22 総務部長

16 1 県有児童福祉施設登記書類綴
供覧（静岡市緑町母子寮の所有権移転登記完了に
伴う民生部児童課への引継について）

昭和２６年度
(起)昭26. 8.24
(決)昭26. 8.26

児童課

16 2 県有児童福祉施設登記書類綴
伺（静岡市緑町、同上足洗土地・建物買い受けに
伴う所有権移転登記の嘱託について）

昭和２５年度
(起)昭25.12.12
(決)昭25.12.15
(施)昭25.12.16

厚生課

16 3 県有児童福祉施設登記書類綴
供覧（静岡市緑町、同上足洗土地・建物買い受け
に伴う所有権移転登記の完了について）

昭和２５年度 (起)昭26. 2.13 厚生課
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17 1 温泉台帳２（熱海、長岡、韮山） 温泉台帳（熱海、長岡、韮山）
明治３７年度

～
昭和１１年度

衛生課

18 1 温泉台帳３（伊東） 温泉台帳（伊東）
明治３８年度

～
昭和１１年度

衛生課

19 1 温泉台帳１（下田、修善寺） 温泉台帳（下田、修善寺）
大正　２年度

～
昭和１０年度

衛生課

20 1 旧温泉台帳（引継分） 旧温泉台帳（引継分） 昭和３６年度 衛生課

21 1 温泉廃止台帳 温泉廃止台帳
明治３８年度

～
昭和１２年度

医務課

22 1
温泉試掘台帳（伊東、熱海、其
他）

温泉試掘台帳（伊東、熱海、其他）
大正１３年度

～
昭和１２年度

衛生課

23 1
温泉試掘台帳２（下田、三島、大
仁）

温泉試掘台帳二（下田、三島、大仁）
大正１３年度

～
昭和１２年度

衛生課

24 1 旧温泉試掘台帳１ 旧温泉試掘台帳１
昭和１２年度

～
昭和３４年度

医務課

25 1 旧温泉試掘台帳２ 旧温泉試掘台帳２
昭和２７年度

～
昭和４１年度

医務課

26 1
仮・墓地、火葬場、斃牛馬捨場、
化成所台帳（浜松）

仮・墓地、火葬場、斃牛馬捨場、化成所台帳（浜
松）

明治３９年度 衛生課

27 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（三ケ日）（奥山分署）

墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳（三ケ日）（奥山
分署）

明治１４年度
～

昭和２９年度
衛生課

28 1
墓地・火葬場台帳（新居町、湖西
市）

墓地・火葬場台帳（新居町、湖西市）
明治１５年度

～
昭和１９年度

衛生課
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29 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（小笠郡）（大須賀警察分署）

墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳（小笠郡）（大須
賀警察分署）

明治　８年度
～

昭和　８年度
衛生課

30 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（掛川）（掘之内警察分署）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（掛川）（掘之内
警察分署）

明治２０年度
～

昭和３１年度
衛生課

31 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（三島）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（三島）
明治１０年度

～
昭和１３年度

衛生課

32 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（三島）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（三島）
明治１０年度

～
昭和３０年度

衛生課

33 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（沼津）（沼津警察署）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（沼津）（沼津警
察署）

明治　８年度
～

昭和３０年度
衛生課

34 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（熱海）（熱海警察分署）

墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳（熱海）（熱海警
察分署）

明治２４年度
～

昭和２９年度
衛生課

35 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場、化成
所台帳（藤枝警察署）（２冊の
甲）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場、化成所台帳（藤枝警
察署）

明治１０年度
～

昭和３３年度
衛生課

36 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場（藤枝
警察署）（２冊の乙）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場（藤枝警察署）
明治　３年度

～
昭和３１年度

衛生課

37 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場（金谷
警察分署）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場（金谷警察分署）
明治１８年度

～
昭和１３年度

衛生課

38 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場（静
岡）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場（静岡）
明治　８年度

～
昭和３３年度

衛生課

39 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場（榛
原）（川崎警察分署）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場（榛原）（川崎警察分
署）

明治　８年度
～

昭和２７年度
衛生課

40 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（相良）（相良警察署）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（相良）（相良警
察署）

明治１０年度
～

昭和３３年度
衛生課
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41 1
墓地台帳：付火葬場・化成場（三
ケ日）（気賀警察署）

墓地台帳：付火葬場・化成場（三ケ日）（気賀警
察署）

明治１２年度
～

昭和３０年度
衛生課

42 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（下田）（稲取警察分署）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（下田）（稲取警
察分署）

明治１６年度
～

昭和５３年度
衛生課

43 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（松崎）（松崎警察分署）

墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳（松崎）（松崎警
察分署）

明治２３年度
～

昭和５４年度
衛生課

44 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（下田）（下田警察署）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（下田）（下田警
察署）

明治１０年度
～

昭和５３年度
衛生課

45 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（清水）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（清水）
明治２０年度

～
昭和３３年度

衛生課

46 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（磐田）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（磐田）
明治１３年度

～
昭和２５年度

衛生課

47 1
墓地・火葬場、斃牛馬捨場台帳
（吉原）

墓地、火葬場、斃牛馬捨場台帳（吉原）
明治１３年度

～
昭和３２年度

衛生課

48 1 墓地・火葬場台帳（浜松） 墓地、火葬場台帳（浜松）
明治１２年度

～
昭和２６年度

衛生課

49 1 理髪試験合格者名簿 理髪試験合格者名簿
昭和　４年度

～
昭和２４年度

警察部衛生課

50 1 理髪試験合格者名簿 理髪試験合格者名簿
昭和　４年度

～
昭和２４年度

警察部衛生課

51 1 方面委員台帳
方面委員台帳（東部、中部、西部、市部、市部・
物故）

昭和１１年度
～

昭和２１年度

民生部福祉企画
課

52 1 医業類似行為者（届出済） 医業類似行為者（届出済）
昭和　３年度

～
昭和３３年度

（主管）健康福
祉部健康増進課
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53 1 死亡広報発令後生還者の死亡資料 戦時死亡者ノ件通牒 昭和２０年度 (収)昭21. 1. 8
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 2 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡告知書 昭和２０年度 (収)昭21. 1.24
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 3 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡報告書 昭和２０年度 (収)昭21. 2.25
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 4 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡報告書 昭和２２年度 (施)昭22. 7.18
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 5 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡報告書 昭和２０年度 (収)昭21. 1.10
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 6 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡報告書 昭和２２年度 (施)昭22. 6.24
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 7 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡報告書 昭和２１年度 (収)昭22. 3.15
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 8 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡告知書 昭和２１年度 (収)昭21.11. 8
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 9 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡事実証明書 昭和２１年度 (収)昭21. 9.30
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 10 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡報告書 昭和２２年度 (施)昭23. 2.10
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 11 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡報告書 昭和２２年度 (施)昭23. 1.26
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

53 12 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡処理済者の死亡報告取消について（伺い） 昭和３９年度
(起)昭40. 1.16
(決)昭40. 1.18
(施)昭40. 1.18

民生労働部援護
課

53 13 死亡広報発令後生還者の死亡資料 未帰還者の死亡取消通知について（移送依頼） 昭和３９年度
(起)昭40. 1.26
(決)昭40. 1.28
(施)昭40. 1.29

民生労働部援護
課

53 14 死亡広報発令後生還者の死亡資料 未帰還者の死亡告知書取消通知について（送付） 昭和３９年度
(起)昭40. 2.10
(決)昭40. 2.10
(施)昭40. 2.11

民生労働部援護
課

53 15 死亡広報発令後生還者の死亡資料 死亡取消通知の移送について 昭和３９年度
(起)昭40. 3.15
(決)昭40. 3.16
(施)昭40. 3.16

民生労働部援護
課
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54 1 旧令共済部関係綴
旧陸軍共済組合年金受給権を有する者の現住所の
件

昭和２７年度 (起)昭27. 5. 6 民生部援護課 ○

54 2 旧令共済部関係綴 障害年金受給に関する質問 昭和２７年度 (収)昭27. 7.11 （個人名） ○

54 3 旧令共済部関係綴 戦没者（個人名）について回答 昭和２７年度 (起)昭27. 7.14 民生部援護課 ○

54 4 旧令共済部関係綴 給料月額の照会 昭和２７年度 (収)昭27.11.15
引揚援護庁復員
局経理部長 ○

54 5 旧令共済部関係綴
陸軍軍属戦災救恤規程（陸軍省令第36号、昭和20
年６月５日）

昭和２０年度 ○

54 6 旧令共済部関係綴 戦災死軍属船員の殉職年金について 昭和２７年度 (収)昭28. 1.20
旧令共済第２年
金課長 ○

54 7 旧令共済部関係綴 身分及び死因調査の通報 昭和２７年度
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

○

54 8 旧令共済部関係綴 留船残第211号について 昭和２７年度 (収)昭28. 2. 9
留守業務部第４
課長 ○

54 9 旧令共済部関係綴
旧陸軍共済組合加入船員の殉職年金受給手続きに
ついて

昭和２７年度 (収)昭28. 2.23
留守業務部第４
課長 ○

54 10 旧令共済部関係綴
局支部長、調査主任者等会同時における一般連絡
事項（その２　補償業務関係）

昭和２８年度 (収)昭28. 5.26 留守業務部 ○

54 11 旧令共済部関係綴
旧陸軍共済組合若年制限及び旧陸軍兵器廠定期職
工に年金を支給する法律の制定について

昭和２８年度 (収)昭28. 9.25
非現業共済組合
連合会理事長 ○

55 1
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

昭和28年１月旧陸軍管理、監督工場（事業場）名
簿

昭和２７年度 民生部援護課

55 2
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

昭和28年１月戦災を受けた旧軍需省関係管理工場
（事業場）名簿

昭和２７年度 民生部援護課

55 3
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

昭和28年１月戦災を受けた旧海軍管理工場（事業
場）名簿

昭和２７年度 民生部援護課

55 4
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

陸軍関係南方進出企業会社一覧表 昭和２７年度 民生部援護課

55 5
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

海軍関係南方進出企業会社一覧表 昭和２７年度 民生部援護課

55 6
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

軍属会社一覧 昭和１８年度 民生部援護課
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55 7
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

戦傷病者、戦没者遺族等援護法第34条第３項該当
者のうち、昭和20年３月22日の閣議決定国民義勇
隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊
の隊員に係る弔慰金の請求について

昭和３０年度
(起)昭30. 6. 1
(決)昭30. 6. 1
(施)昭30. 6. 2

民生部援護課

55 8
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

弔慰金請求書送付について 昭和３０年度
(起)昭30. 6. 2
(決)昭30. 6. 3
(施)昭30. 6. 3

民生部援護課

55 9
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

戦傷病者、戦没者遺族等援護法第34条第３項該当
者のうち、昭和20年３月22日の閣議決定国民義勇
隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊
の該当者確認名簿の提出について

昭和３０年度
(起)昭30. 6. 9
(決)昭30. 6.10
(施)昭30. 6.10

民生部援護課

55 10
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

国民義勇隊編成資料照会に関する回答 昭和３０年度 (収)昭30. 4. 1 富士川町長

55 11
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

国民義勇隊協議会及国民義勇隊事務局設置に関す
る件（昭和20.６.26閣議決定）

55 12
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

旧陸軍管理・監督工場、軍需省関係工場名簿
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

55 13
旧陸軍管理監督工場、南方進出企
業会社一覧及び国民義勇隊関係綴

昭和29年１月南洋群島戦没者並に遺族援護法適用
に就て

昭和２８年度
（主管）健康福
祉部国民健康保
険課

56 1
自　明治19年　至　明治26年　浜
松測候所雨量観測表

自　明治19年　至　明治26年　浜松測候所雨量観
測表

明治１９年度
～

大正１１年度
内務部産業課 ○

57 1 静岡縣濱松気象50年報
静岡縣濱松気象50年報　自明治19年（1886年）至
昭和10年（1935年）

昭和１１年度 (発)昭11.12.30 経済部耕地課 ○

58 1
流量要覧　自　大正８年　至　昭
和４年　逓信省電気局

流量要覧　自　大正８年　至　昭和４年　逓信省
電気局

昭和　８年度
（主管）農政部
農地計画課 ○

59 1
流量要覧　第２回（自　昭和５年　
至　昭和12年）　電気庁

流量要覧　第２回（自　昭和５年　至　昭和12
年）　電気庁

昭和１４年度 (発)昭15. 3.28
（主管）農政部
農地計画課 ○

60 1
流量要覧　第３回（自　昭和13年　
至　昭和22年）　資源庁電力局

流量要覧　第３回（自　昭和13年　至　昭和22
年）　資源庁電力局

昭和２５年度 (発)昭25. 8.10
（主管）農政部
農地計画課 ○

61 1
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

大正12年度震災荒廃林野応急地盤保護工事 大正１２年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 2
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

大正13年度震災荒廃地復旧工事 大正１３年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 3
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

大正14年度震災荒廃林地復旧事業 大正１４年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○
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61 4
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和元年度震災荒廃林地復旧事業 昭和　元年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 5
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和２年度震災荒廃林地復旧事業 昭和　２年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 6
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和３年度震災荒廃林地復旧事業 昭和　３年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 7
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和４年度震災荒廃林地復旧事業 昭和　４年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 8
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和５年度災害荒廃復旧事業 昭和　５年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 9
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和５年度災害林地復旧事業 昭和　５年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 10
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和５年度震災荒廃林地復旧工事（繰越） 昭和　５年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 11
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和６年度災害林地復旧事業 昭和　６年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 12
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和６年度災害荒廃地復旧事業（前年度繰越） 昭和　６年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 13
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和７年度災害林地復旧事業 昭和　７年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 14
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和８年度災害荒廃林地復旧事業 昭和　８年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 15
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和９年度災害荒廃地復旧事業 昭和　９年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 16
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和10年度関東震災荒廃林地復旧事業 昭和１０年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

61 17
大正12年度関東震災復旧事業工事
台帳

昭和11年度災害荒廃林地復旧事業（関東震災分）
縣営

昭和１１年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○
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62 1
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和６年度震災荒廃林地復旧事業　No.１ 昭和　６年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 2
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和６年度震災荒廃林地復旧事業　No.２ 昭和　６年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 3
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和７年度震災荒廃林地復旧事業　昭和８年度へ
繰越関係分

昭和　７年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 4
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和７年度震災荒廃林地復旧事業 昭和　７年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 5
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和７年度震災荒廃林地復旧事業　No.２ 昭和　７年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 6
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和７年度震災荒廃林地復旧事業　No.３ 昭和　７年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 7
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和８年度震災荒廃林地復旧事業（追加分含む）　
No.１

昭和　８年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 8
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和８年度震災荒廃林地復旧事業（追加分含む）　
No.２

昭和　８年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 9
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和８年度震災荒廃林地復旧事業　前年度繰越分 昭和　８年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

62 10
昭和６～９年伊豆震災復旧工事台
帳

昭和９年度震災荒廃林地復旧事業（昭和８年度繰
越分）

昭和　９年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

63 1 救農荒廃地復旧事業工事台帳 昭和７年度救農荒廃地復旧事業　No.１ 昭和　７年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

63 2 救農荒廃地復旧事業工事台帳 昭和７年度救農荒廃地復旧事業　No.２ 昭和　７年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

63 3 救農荒廃地復旧事業工事台帳 昭和８年度救農荒廃地復旧事業　No.１ 昭和　８年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

63 4 救農荒廃地復旧事業工事台帳 昭和８年度救農荒廃地復旧事業　No.２ 昭和　８年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○
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63 5 救農荒廃地復旧事業工事台帳 昭和８年度救農荒廃地復旧事業　No.３ 昭和　８年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

63 6 救農荒廃地復旧事業工事台帳 昭和９年度救農荒廃地復旧工事　No.１ 昭和　９年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

63 7 救農荒廃地復旧事業工事台帳 昭和９年度救農荒廃地復旧工事　No.２ 昭和　９年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

64 1
昭和10年災害荒廃地復旧事業工事
台帳

昭和10年度災害荒廃林地復旧事業（直営）　No.
１

昭和１０年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

64 2
昭和10年災害荒廃地復旧事業工事
台帳

昭和10年度災害荒廃林地復旧事業（直営）　No.
２

昭和１０年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

64 3
昭和10年災害荒廃地復旧事業工事
台帳

昭和11年度災害荒廃林地復旧事業（直営）（昭和
10年度繰越分）

昭和１１年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

64 4
昭和10年災害荒廃地復旧事業工事
台帳

昭和11年度荒廃地復旧事業（災害分） 昭和１１年度
（主管）林業・
水産部森林保全
課

○

65 1 海岸砂防造林事業台帳 海岸砂防造林事業台帳
昭和　７年度

～
昭和３０年度

（主管）林業・
水産部森林保全
課

66 1 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道開設事業（公共）計画の策定について 昭和３５年度
(起)昭35. 6.24
(決)昭35. 6.24
(施)昭35. 6.25

林務部林産課

66 2 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
林道事業施行要領及び取扱要領の一部改正につい
て（伺）

昭和３５年度
(起)昭35. 6.24
(決)昭35. 7.11
(施)昭35. 7.11

林務部林産課

66 3 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道設計書作成要領の一部改正について 昭和３５年度
(起)昭35. 6.14
(決)昭35. 6.18
(施)昭35. 6.18

林務部林産課

66 4 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道工事請負契約書式について 昭和３５年度
(起)昭35. 5.18
(決)昭35. 5.19
(施)昭35. 5.19

林務部林産課

66 5 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道工事仕様書一部改正について（伺） 昭和３５年度
(起)昭35. 5.17
(決)昭35. 6. 3
(施)昭35. 6. 3

林務部林産課

66 6 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 県単独林道開設事業補助要領について（伺） 昭和３４年度
(起)昭34. 7. 2
(決)昭34. 7.28
(施)昭34. 7.28

林務部林産課

66 7 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
「林道事業取扱要領」及「林道事業施行要領」の
改正について（伺）

昭和３４年度
(起)昭34. 6.16
(決)昭34. 6.29
(施)昭34. 6.29

林務部林産課

66 8 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
（伺）林道事業取扱要領及林道事業施行要領につ
いて

昭和３３年度
(起)昭33. 7.19
(決)昭33. 7.25
(施)昭33. 8. 5

林務部林産課
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66 9 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
民有林林道開設事業国庫補助要領の一部改正につ
いて

昭和３４年度
(起)昭34. 6.15
(決)昭34. 6.25
(施)昭34. 6.25

林務部林産課

66 10 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道開設事業国庫補助要領について 昭和３２年度 (収)昭32. 5. 8 林野庁

66 11 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道開設事業設計書の作製について 昭和３４年度 (収)昭34. 5.15 林野庁

66 12 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道開設事業設計書の作製について 昭和３４年度 (収)昭34. 5.15 林野庁

66 13 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道補助率計算図表 林野庁計画課

66 14 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道事業費補助金の交付決定の通知について 昭和３２年度 (収)昭32. 9.21 林野庁

66 15 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
林業関係事業補助金交付要綱の改正に伴う林道事
業関係の事務的取扱の一部改訂について

昭和３２年度 (収)昭32. 5.28 林野庁指導部

66 16 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
林道事業路線選定方針並びに補助率の算定につい
て

昭和３１年度 (収)昭32. 3.22 林野庁

66 17 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道開設事業国庫補助要領について 昭和３０年度 (収)昭30. 8.15 林野庁林道課

66 18 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
担保のための委任受領の委任状取扱要領（内規）
の改正について

昭和３１年度 (施)昭31. 6. 8 静岡県土木部

66 19 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道開設事業の工事費について 昭和３０年度 (収)昭30.11.14 林野庁林道課

66 20 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 （伺）縣営林道工事入札結果の残額処理について
（主管）林業水
産部森林保全課

66 21 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道規程の制定について 昭和３０年度 (収)昭30. 4. 1 林野庁

66 22 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道開設事業国庫補助要領について 昭和３０年度 (収)昭30. 4.15 林野庁

66 23 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道工事標準歩掛表の改訂について 昭和２９年度 (収)昭29. 7.26 林野庁林道課

66 24 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道工事標準歩掛表について 昭和２６年度 (収)昭27. 1.16 林野庁林道課

66 25 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
林道事業補助金交付申請書及収支決算書の様式に
ついて

昭和２９年度 (収)昭29. 7.19 林野庁林道課

66 26 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林業施設補助金交付規程の一部改正について 昭和２９年度 (収)昭29. 7. 9 林野庁林道課
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66 27 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
（農林省告示第451号）林業施設補助金交付規程
の一部改正について

昭和２９年度 (施)昭29. 6.28 林野庁

66 28 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林林道補助事業の厳正なる実施について 昭和２８年度 (収)昭28. 7. 9 林野庁

66 29 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 民有林道開設費の負担区分に関する件 昭和２６年度 (収)昭26.12.10
林野庁指導部、
業務部

66 30 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
（伺）静岡縣林業施設補助金交付規程の一部改正
について

昭和２５年度
(起)昭25.11.19
(決)昭25.12. 7
(施)昭25.12.12

林務部林産課

66 31 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林業施設負担金交付規程 昭和２４年度 (施)昭24. 6.21 林野庁

66 32 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
林道開設並びに災害林道復旧事業に対する設計監
督費について

昭和２５年度 (収)昭25.11.16 林産課

66 33 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 災害林道復旧費假の割当について
林野庁林産課林
道係

66 34 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林業施設補助金交付規程一部改正について 昭和２５年度 (収)昭25. 8.10 林野庁

66 35 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 （農林省告示）林業施設補助金交付規程 昭和２５年度 (施)昭25. 6. 2 林野庁

66 36 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道関係事業決算書について 昭和２４年度 (収)昭25. 3.23
林野庁林政部林
産課

66 37 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道関係事業決算書について 昭和２４年度 (収)昭24.11.10 林野庁林産課

66 38 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 （農林省令）国の負担金及び補助金交付規則 昭和２４年度 (収)昭24. 6.14 林野庁

66 39 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 （農林省告示）林業施設負担金交付規程 昭和２４年度 (施)昭24. 6.10 林野庁

66 40 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 （様式）国庫負担金交付申請書 昭和２４年度 (収)昭24. 6.14 林野庁

66 41 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 （伺）静岡縣林道事業補助要項の制定 昭和２３年度
(起)昭23.11. 1
(施)昭23.11.24

林務部林産課

66 42 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 開設林道補助金交付申請書様式について 昭和２３年度 (収)昭23. 6.11 林野局施業課

66 43 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
施業家・林道・造林等の国庫補助金の相互関連性
ある運営について

昭和２２年度 (収)昭23. 3. 5 林野庁

66 44 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林業振興補助要項中一部改正に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 5.31 農林省林野局
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66 45 昭和42年以前林道国庫補助要領綴
民有林開発林産物搬出施設開設事業補助金交付申
請書添付書類に関する件

昭和２１年度 (収)昭21. 8. 9
農林省山林局林
産課

66 46 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 昭和21年度奥地開発林道開設事業補助要項の件 昭和２１年度 (収)昭21. 6.29
山林局林産課林
道係

66 47 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 （農林省令）林業振興補助規則 昭和１７年度 (施)昭17.10.15 農林省

66 48 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道事務取扱ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭17. 2. 4
山林局林政課林
道係

66 49 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林業共同施設奨励規則ニ依ル提出書類ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭17. 2.16 農林省山林局

66 50 昭和42年以前林道国庫補助要領綴 林道事務取扱ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭17. 2. 6
山林局林政課林
道係

67 1 県行造林地保護規定許可綴 静岡縣公有林野縣行造林規則左ノ通定ム 昭和１４年度
(起)昭14. 7.13
(施)昭14. 9. 5

経済部山林課

67 2 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林管理人ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.15
(決)昭16. 4.15
(施)昭16. 4.15

経済部山林課

67 3 県行造林地保護規定許可綴 縣行造林地保護ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.15
(決)昭16. 4.15
(施)昭16. 4.15

経済部山林課

67 4 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程認可ノ件 昭和１５年度
(起)昭15.10. 9
(施)昭15.10.11

経済部山林課

67 5 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１５年度
(起)昭15. 5.22
(施)昭15. 6. 5

経済部山林課

67 6 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１５年度
(起)昭15. 7. 4
(決)昭15. 7.15
(施)昭15. 7.15

経済部山林課

67 7 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１５年度
(起)昭15.10. 3
(決)昭15.10. 8
(施)昭15.10.11

経済部山林課

67 8 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１５年度
(起)昭15.10. 3
(決)昭15.10. 8
(施)昭15.10.11

経済部山林課

67 9 県行造林地保護規定許可綴 縣行造林地保護ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭15. 3. 1
(施)昭15. 3. 1

経済部山林課

67 10 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１５年度
(起)昭15.10.23
(決)昭15.10.30
(施)昭15.10.30

経済部山林課

67 11 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１７年度
(起)昭17. 8.30
(決)昭17. 9. 3
(施)昭17. 9. 3

経済部山林課

67 12 県行造林地保護規定許可綴 縣行造林地保護ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4.14
(施)昭17. 4.15

経済部山林課

26 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

67 13 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１８年度
(起)昭18. 7.15
(決)昭18. 8. 2
(施)昭18. 8. 2

経済部山林課

67 14 県行造林地保護規定許可綴 縣行造林地保護ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 5. 7
(決)昭18. 5. 7
(施)昭18. 5. 7

経済部山林課

67 15 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１７年度
(起)昭17.10.21
(決)昭17.11.11
(施)昭17.11.12

経済部山林課

67 16 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１８年度
(起)昭18. 8. 9
(決)昭18. 8. 9
(施)昭18. 9.10

経済部山林課

67 17 県行造林地保護規定許可綴 縣行造林地保護ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 6.10
(決)昭17. 6.11
(施)昭17. 6.11

経済部山林課

67 18 県行造林地保護規定許可綴 公有林野縣行造林保護規程設定ノ件認可ス 昭和１８年度
(起)昭18. 8. 9
(決)昭18. 8. 9
(施)昭18. 9. 2

経済部山林課

68 1 基本林関係重要書類 縣有林売買契約書（榛原郡上川根村犬間山） 大正　６年度 (施)大 7. 3.12 内務部山林課

68 2 基本林関係重要書類
買受人心得書（榛原郡上川根村犬間山縣有林売買
契約）

大正　６年度 (施)大 7. 3.12 内務部山林課

68 3 基本林関係重要書類
払下物件引渡領収証ノ保管（榛原郡上川根村犬間
山縣有林）

大正　７年度 (施)大 7. 4.15 内務部山林課

68 4 基本林関係重要書類
払下物件引渡領収証（周智郡気多村京丸山縣有林
立木）

大正　６年度 (収)大 7. 3.28 （個人名）

68 5 基本林関係重要書類
払下物件引渡領収証（榛原郡上川根村犬間山縣有
林（内用材））

大正　６年度 (収)大 7. 3.29 （個人名）

68 6 基本林関係重要書類
払下物件引渡領収証（榛原郡上川根村犬間山縣有
林立木）

大正　６年度 (収)大 7. 3.29 （個人名）

68 7 基本林関係重要書類
払下物件引渡領収証（周智郡気多村京丸山縣有林
立木）

大正　６年度 (収)大 7. 3.28 （個人名）

68 8 基本林関係重要書類
契約書保管方ノ件（榛原郡上川根村縣有林雑木払
下契約書）

大正１１年度 (施)大11. 4.13 内務部山林課

68 9 基本林関係重要書類
縣有林売買契約書（榛原郡上川根村犬間縣有林雑
木）

大正１０年度 (施)大11. 3.31 内務部山林課

68 10 基本林関係重要書類 買受人心得書（榛原郡上川根村犬間山縣有林） 大正１０年度 (施)大11. 3.31 内務部山林課

68 11 基本林関係重要書類
縣有林売買契約書（周智郡気多村京丸山縣有林立
木）

大正　６年度 (施)大 7. 3.11 内務部山林課

68 12 基本林関係重要書類 買受人心得書（周智郡気多村京丸山縣有林立木） 大正１０年度 (施)大11. 3.11 内務部山林課
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68 13 基本林関係重要書類
縣有林売買契約書（榛原郡上川根村犬間縣有林立
木）

大正　６年度 (施)大 7. 3.12 内務部山林課

68 14 基本林関係重要書類 買受人心得書（榛原郡上川根村犬間縣有林立木） 大正　６年度 (施)大 7. 3.12 内務部山林課

68 15 基本林関係重要書類
縣有林売買契約書（周智郡気多村京丸山縣有林立
木）

大正　６年度 (施)大 7. 3.11 内務部山林課

68 16 基本林関係重要書類 買受人心得書（周智郡気多村京丸山縣有林立木） 大正　６年度 (施)大 7. 3.11 内務部山林課

68 17 基本林関係重要書類 千頭山縣有林林相図
昭和　８年度

～
昭和１２年度

内務部山林課

69 1 基本林（５冊の１） 農業薬剤ノ種目及企画並ニ企業ノ整備ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16.12.23 農林省資材部

69 2 基本林（５冊の１） 請書（縣有林防火線手入事業施行） 昭和１６年度 (収)昭16.10.27 （個人名）

69 3 基本林（５冊の１） 縣有林防火線手入事業請負契約ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.11. 5
(施)昭16.11. 7

経済部山林課

69 4 基本林（５冊の１） 縣有林防火線手入事業施行ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.10.20
(施)昭16.10.22

経済部山林課

69 5 基本林（５冊の１） 縣有基本林防火線ノ手入事業施行ノ件伺 昭和１６年度
(起)昭16.10.  
(施)昭16.10. 8

経済部山林課

69 6 基本林（５冊の１） 請書（縣有林間伐事業請負施行） 昭和１６年度 (収)昭16. 8.13 （個人名）

69 7 基本林（５冊の１） 縣有林間伐事業請書提出方ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 8.30
(施)昭16. 9. 1

経済部山林課

69 8 基本林（５冊の１） 縣有林間伐事業請施行ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 8. 7
(施)昭16. 8. 8

経済部山林課

69 9 基本林（５冊の１） 間伐事業施行ノ件伺 昭和１６年度
(起)昭16. 7.26
(施)昭16. 8. 2

経済部山林課

69 10 基本林（５冊の１） 間伐原木調査完了報告書 昭和１６年度 (収)昭16. 6.11
田方郡中大見村
駐在農林技手

69 11 基本林（５冊の１） 除草並青草敷込事業施行ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 6.11
(施)昭16. 6.19

経済部山林課

69 12 基本林（５冊の１） 稲梓、河津両縣有林間伐事業施行伺 昭和１６年度
(起)昭16. 7.28
(施)昭16. 8. 2

経済部山林課

69 13 基本林（５冊の１） 受領証（志太郡六合村間伐木払い下げ） 昭和１６年度 (収)昭16. 4.14 （個人名）
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69 14 基本林（５冊の１） 東光寺縣有林内払下間伐木引渡ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4. 1
(施)昭16. 4. 2

経済部山林課

69 15 基本林（５冊の１）
請書（志太郡六合村東光寺縣有林間伐木払イ下
ゲ）

昭和１５年度 (収)昭16. 2. 2 （個人名）

69 16 基本林（５冊の１）
昭和16年２月15日願東光寺縣有林内間伐木払下ノ
件許可ス

昭和１５年度
(起)昭16. 2.18
(施)昭16. 2.19

経済部山林課

69 17 基本林（５冊の１） 東光寺縣有林間伐木処分ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 2.14
(施)昭16. 2.14

経済部山林課

69 18 基本林（５冊の１）
復命書（志太郡六合村東光寺縣有林間伐木材積調
査）

昭和１５年度 (収)昭15.10.22 農林技手

69 19 基本林（５冊の１） 請書（東光寺縣有林間伐事業施行） 昭和１６年度 (収)昭16. 7.20 （個人名）

69 20 基本林（５冊の１） 間伐事業施行ノ件伺 昭和１６年度
(起)昭16. 7.11
(施)昭16. 7.14

経済部山林課

69 21 基本林（５冊の１）
請書（榛原郡上川根村千頭縣有林モミ其ノ他被害
木売リ払イ）

昭和１５年度 (収)昭15. 5. 6 （個人名）

69 22 基本林（５冊の１）
領収証（榛原郡上川根村千頭縣有林モミ其ノ他被
害木）

昭和１５年度 (収)昭15. 5.10 （個人名）

69 23 基本林（５冊の１） 千頭縣有林内モミ其他被害木売払ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 4.30
(施)昭15. 5. 1

経済部山林課

69 24 基本林（５冊の１）
払下願（榛原郡上川根村千頭縣有林内モミ其ノ他
被害木）

昭和１５年度 (収)昭15. 4.30 （個人名）

69 25 基本林（５冊の１） 縣有林枝打掃除伐事業人夫使役伺 昭和１６年度
(起)昭16.10.28
(施)昭16.10.31

経済部山林課

69 26 基本林（５冊の１） 対馬縣有林森林火災保険加入ニ関スル件 昭和１２年度 (起)昭13. 1.21 経済部山林課

69 27 基本林（５冊の１） 縣基本林森林火災保険契約申込ニ関スル件 昭和１５年度 (起)昭15. 8. 3 経済部山林課

69 28 基本林（５冊の１） 国営森林火災保険契約ニ関スル件 昭和１５年度 (起)昭15. 9.16 経済部山林課

69 29 基本林（５冊の１） 国営森林火災保険契約ニ関スル件 昭和１４年度 (起)昭14. 9.11 経済部山林課

69 30 基本林（５冊の１） 国営森林火災保険契約ニ関スル件 昭和１３年度 (起)昭13. 9.22 経済部山林課

69 31 基本林（５冊の１） 国営森林火災保険契約ニ関スル件 昭和１２年度 (起)昭12.12.23 経済部山林課
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69 32 基本林（５冊の１） 請書（周智郡三倉村縣有林間伐事業） 昭和１６年度 (収)昭16. 7.19 （個人名）

69 33 基本林（５冊の１） 大日縣有林間伐事業施行伺 昭和１６年度
(起)昭16. 7. 2
(施)昭16. 7.14

経済部山林課

70 1 基本林（５冊の２） 河津縣有林内払下間伐木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.10
(施)昭16. 4.12

経済部山林課

70 2 基本林（５冊の２） 稲梓縣有林内払下間伐木引渡ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4. 1
(施)昭16. 4. 2

経済部山林課

70 3 基本林（５冊の２） 稲梓縣有林スギ、ヒノキ間伐木売払ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭16. 3.24
(施)昭16. 3.26

経済部山林課

70 4 基本林（５冊の２） 稲梓、河津両縣有林間伐木売払処分ノ件 昭和１５年度
(起)昭16. 3. 8
(施)昭16. 3. 8

経済部山林課

70 5 基本林（５冊の２）
復命書（賀茂郡稲梓、賀茂郡河津縣有林間伐木材
積調査報告）

昭和１５年度 (収)昭15.10.14 農林技手

70 6 基本林（５冊の２） 縣基本林植裁事業ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4. 1
(施)昭17. 4.13

経済部山林課

70 7 基本林（５冊の２） 縣有林手入事業実施ノ件伺 昭和１６年度
(起)昭16. 6.12
(施)昭16. 6.19

経済部山林課

70 8 基本林（５冊の２） 縣有林植裁用苗木購入ノ件 昭和１７年度 (起)昭17. 4.20 経済部山林課

70 9 基本林（５冊の２） （表題なし）（苗木購入ニ関スル件通知） 昭和１６年度
(起)昭17. 2.24
(施)昭17. 2.27

経済部山林課

70 10 基本林（５冊の２）
農林省告示第735号（価格等統制令第７条ノ規定
ニ依リ林業用苗木ノ最高販売価格左ノ通リ指定
ス）

昭和１６年度 (収)昭16.10. 1 農林省

70 11 基本林（５冊の２） 昭和17年度縣有林植裁事業予定書 昭和１６年度 経済部山林課

70 12 基本林（５冊の２）
縣基本林地上権設定地土地所有者ニ対スル収益分
収ノ件

昭和１７年度
(起)昭17. 3.31
(施)昭17. 5. 4

経済部山林課

70 13 基本林（５冊の２）
梅ヶ島縣有林附属苗圃苗木責任納入本数減免ニ関
スル件

昭和１６年度
(起)昭16. 4. 1
(施)昭16. 4.19

経済部山林課

70 14 基本林（５冊の２） 梅ヶ島縣有林附属苗圃被害状況ニ関スル件 昭和１５年度 (起)昭15. 9.10 経済部山林課

70 15 基本林（５冊の２） 梅ヶ島縣有林養苗事業ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 4. 1
(施)昭15. 4. 2

経済部山林課

70 16 基本林（５冊の２） 梅ヶ島縣有林養苗事業ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4. 1
(施)昭16. 4. 2

経済部山林課
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70 17 基本林（５冊の２） 縣有林養苗春期事業施行ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 4. 1
(施)昭17. 4.28

経済部山林課

70 18 基本林（５冊の２） 縣基本林養苗事業実施ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 4. 5
(施)昭16. 4.14

経済部山林課

70 19 基本林（５冊の２） 請書（安倍郡梅ヶ島村地拵事業） 昭和１６年度 (収)昭16.10.29 （個人名）

70 20 基本林（５冊の２） 梅ヶ島縣有林地拵事業施行ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.10.15
(施)昭16.10.22

経済部山林課

70 21 基本林（５冊の２） 梅ヶ島縣有林地拵事業施行伺い 昭和１６年度
(起)昭16. 9.24
(施)昭16.10. 8

経済部山林課

70 22 基本林（５冊の２） 請書（田方郡中大見村大幡野縣有林地拵事業） 昭和１６年度 (収)昭17. 3.26 （個人名）

70 23 基本林（５冊の２） 大幡野縣有林内地拵事業施行ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 3.19
(施)昭17. 3.20

経済部山林課

70 24 基本林（５冊の２） 請書（榛原郡上川根村千頭山縣有林内地拵事業） 昭和１６年度 (収)昭17. 3.27 （個人名）

70 25 基本林（５冊の２） 千頭縣有林地拵事業施行ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 3.17
(施)昭17. 3.23

経済部山林課

70 26 基本林（５冊の２） 請書（志太郡六合村縣有林枝打掃除伐事業） 昭和１６年度 (収)昭16.12. 5 （個人名）

70 27 基本林（５冊の２） 請書（安倍郡梅ヶ島村縣有林枝打掃除伐事業） 昭和１６年度 (収)昭16.12. 3 （個人名）

70 28 基本林（５冊の２） 請書（周智郡三倉村縣有林枝打掃除伐事業） 昭和１６年度 (収)昭16.12. 6 （個人名）

70 29 基本林（５冊の２） 縣有林枝打掃除伐事業施行伺 昭和１６年度
(起)昭16.11.24
(施)昭16.11.29

経済部山林課

70 30 基本林（５冊の２） 縣有林枝打掃除伐事業ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16.11.15
(施)昭16.11.27

経済部山林課

70 31 基本林（５冊の２） 駐在管下事務引継報告 昭和１７年度 (収)昭17. 7.  
田方郡中大見村
駐在農林技手、
林業手

70 32 基本林（５冊の２） 保管証（森林火災保険証書） 昭和１７年度 (施)昭17. 8.10 会計課

70 33 基本林（５冊の２） 森林火災国営保険証書保管ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 8.10
(施)昭17. 8.10

経済部山林課

70 34 基本林（５冊の２） 縣有林森林火災国営保険契約ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 6.19
(決)昭17. 6.25

経済部山林課
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70 35 基本林（５冊の２） 請書（田方郡中大見村大幡野縣有林下刈事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.23 （個人名）

70 36 基本林（５冊の２） 請書（田方郡中大見村大幡野縣有林下刈事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.25 （個人名）

70 37 基本林（５冊の２） 請書（田方郡中大見村大幡野縣有林下刈事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.25 （個人名）

70 38 基本林（５冊の２） 請書（安倍郡梅ヶ島村関ノ沢山縣有林下刈事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.28 （個人名）

70 39 基本林（５冊の２）
請書（安倍郡梅ヶ島村梅ヶ島コンヤ沢縣有林手入
事業）

昭和１７年度 (収)昭17. 7.24 （個人名）

70 40 基本林（５冊の２） 請書（安倍郡井川村縣有林手入事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.24 （個人名）

70 41 基本林（５冊の２） 請書（安倍郡井川村井川縣有林手入事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.23 （個人名）

70 42 基本林（５冊の２） 請書（志太郡六合村東光寺山縣有林手入事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.23 （個人名）

70 43 基本林（５冊の２） 縣有林手入事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 7. 7
(施)昭17. 7.16

経済部山林課

70 44 基本林（５冊の２） 縣基本林手入事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 6.19
(施)昭17. 6.25

経済部山林課

70 45 基本林（５冊の２） 稲梓縣有林事務所用電灯工事施行並點灯ノ件伺 昭和１７年度
(起)昭17. 8.12
(施)昭17. 8.14

経済部山林課

70 46 基本林（５冊の２） 森林火災保険分割払保険料払込ニ関スル件 昭和１７年度 (施)昭17. 4.10 経済部山林課

70 47 基本林（５冊の２） 森林火災国営保険継続契約ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 9.29
(施)昭16.  .  

経済部山林課

70 48 基本林（５冊の２）
昭和14年度縣基本林国営森林火災保険契約申込ノ
件伺

昭和１４年度 (起)昭14. 9. 8 経済部山林課

70 49 基本林（５冊の２） 大幡野縣有林森林火災保険加入ニ関スル件伺 昭和１３年度 (起)昭13. 9. 7 経済部山林課

71 1 基本林（５冊の３）
（標題なし）（復命書：昭和15年度縣基本林植裁
並養苗事業別冊ノ通夫々実行）

昭和１５年度 (起)昭15. 5.27 経済部山林課

71 2 基本林（５冊の３） 復命書（大幡野縣有林改植事業の実行） 昭和１５年度 (起)昭15. 4.26 経済部山林課

71 3 基本林（５冊の３） 復命書（稲梓、河津縣有林改植事業の実行） 昭和１５年度 (起)昭15. 4.20 経済部山林課
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71 4 基本林（５冊の３） 復命書（戸田縣有林植裁事業の実行） 昭和１５年度 (起)昭15. 5.10 経済部山林課

71 5 基本林（５冊の３） 復命書（梅ヶ島縣基本林植裁並養苗事業の実行） 昭和１５年度 (起)昭15. 5.20 経済部山林課

71 6 基本林（５冊の３）
（標題なし）（復命書：井川縣基本林植裁並養苗
事業の実行）

昭和１５年度 (起)昭15. 5.18 経済部山林課

71 7 基本林（５冊の３） 千頭縣有林昭和15年度春期事業報告 昭和１５年度 (起)昭15. 5.13 経済部山林課

71 8 基本林（５冊の３） 復命書（東光寺縣有林植裁事業の実行） 昭和１５年度 (起)昭15. 4.27 経済部山林課

71 9 基本林（５冊の３） 縣有林手入れ事業ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 7.16
(施)昭15. 7.18

経済部山林課

71 10 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林下刈事業第１
号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7.13 （個人名）

71 11 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林下刈事業第２
号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 12 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林下刈事業第３
号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 13 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林下刈事業第４
号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 14 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林下刈事業第５
号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 15 基本林（５冊の３）
請書（賀茂郡上河津村河津縣有林下刈事業第１号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7.10 （個人名）

71 16 基本林（５冊の３）
請書（賀茂郡稲梓村稲梓縣有林下刈事業第１号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 17 基本林（５冊の３）
請書（賀茂郡稲梓村稲梓縣有林下刈事業第２号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 5 （個人名）

71 18 基本林（５冊の３） 請書（安倍郡梅ヶ島村梅ヶ島縣有林下刈事業） 昭和１５年度 (収)昭15. 7. 6 （個人名）

71 19 基本林（５冊の３）
請書（安倍郡梅ヶ島村梅ヶ島縣有林下刈事業コン
ヤ沢第１号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7.13 （個人名）

71 20 基本林（５冊の３）
請書（安倍郡梅ヶ島村梅ヶ島縣有林下刈事業コン
ヤ沢第２号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7.13 （個人名）

71 21 基本林（５冊の３）
請書（安倍郡梅ヶ島村梅ヶ島縣有林下刈事業コン
ヤ沢第３号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7.13 （個人名）
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71 22 基本林（５冊の３）
請書（安倍郡井川村岩崎山縣有林手入事業第１号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 6 （個人名）

71 23 基本林（５冊の３）
請書（安倍郡井川村勘算山縣有林手入事業第２号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 6 （個人名）

71 24 基本林（５冊の３）
請書（安倍郡井川村井川縣有林下刈事業第３号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 25 基本林（５冊の３） 請書（周智郡三倉村大日縣有林手入事業） 昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 26 基本林（５冊の３）
請書（志太郡六合村東光寺縣有林下刈事業第１号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7.15 （個人名）

71 27 基本林（５冊の３）
請書（榛原郡上川根村千頭縣有林下刈事業第１号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 1 （個人名）

71 28 基本林（５冊の３）
請書（榛原郡上川根村千頭縣有林下刈事業第２号
地）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 1 （個人名）

71 29 基本林（５冊の３） 縣有林手入事業ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 6.24
(施)昭15. 6.27

経済部山林課

71 30 基本林（５冊の３） 縣有林手入事業施行ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭15. 5.29
(施)昭15. 6. 8

経済部山林課

71 31 基本林（５冊の３） 竣工届（賀茂郡上河津村河津縣有林手入事業） 昭和１５年度 (収)昭15. 9. 2 （個人名）

71 32 基本林（５冊の３） 竣工届（賀茂郡稲梓縣有林一号地手入事業） 昭和１５年度 (収)昭15. 8.31 （個人名）

71 33 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林第30、31林
班下刈事業）

昭和１５年度 (収)昭15. 8.25 （個人名）

71 34 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林第32、33、
34林班下刈事業）

昭和１５年度 (収)昭15. 8.16 （個人名）

71 35 基本林（５冊の３） 請書（安倍郡梅ヶ島村関三沢縣有林林道刈払） 昭和１５年度 (収)昭15. 8.10 （個人名）

71 36 基本林（５冊の３） 請書（安倍郡梅ヶ島村梅ヶ島山縣有林林道刈払） 昭和１５年度 (収)昭15. 8.13 （個人名）

71 37 基本林（５冊の３） 請書（志太郡六合村東光寺山縣有林林道刈払） 昭和１５年度 (収)昭15. 8.15 （個人名）

71 38 基本林（５冊の３） 請書（周智郡三倉間村大日縣有林林道刈払） 昭和１５年度 (収)昭15. 8.10 （個人名）

71 39 基本林（５冊の３） 縣有林林道刈払事業ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 7.28
(施)昭15. 8. 5

経済部山林課
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71 40 基本林（５冊の３） 縣基本林林道刈払事業施行ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 7.15
(施)昭15. 7.20

経済部山林課

71 41 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林第１号防火線
事業）

昭和１５年度 (収)昭15.10.22 （個人名）

71 42 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.10.22 （個人名）

71 43 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.11. 4 （個人名）

71 44 基本林（５冊の３） 請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線事業） 昭和１５年度 (収)昭15.11. 4 （個人名）

71 45 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.10.22 （個人名）

71 46 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.10.23 （個人名）

71 47 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林第７号防火線
事業）

昭和１５年度 (収)昭15.10.22 （個人名）

71 48 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林第８号防火線
事業）

昭和１５年度 (収)昭15.10.22 （個人名）

71 49 基本林（５冊の３）
請書（田方郡対島村対島山縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.11. 6 （個人名）

71 50 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村沢口山縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.10.26 （個人名）

71 51 基本林（５冊の３）
請書（賀茂郡稲梓村稲梓縣有林防火線手入事業第
１号地）

昭和１５年度 (収)昭15.10.22 （個人名）

71 52 基本林（５冊の３） 請書（賀茂郡稲梓村縣有林防火線手入事業） 昭和１５年度 (収)昭15.10.28 （個人名）

71 53 基本林（５冊の３）
請書（賀茂郡上河津村河津縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.10.22 （個人名）

71 54 基本林（５冊の３）
請書（田方郡戸田村戸田山縣有林防火線手入事業
第１号地、第２号地）

昭和１５年度 (収)昭15.10.25 （個人名）

71 55 基本林（５冊の３） 縣有林防火線手入事業請書提出方ノ件 昭和１５年度
(起)昭15.10.30
(施)昭15.10.31

経済部山林課

71 56 基本林（５冊の３） 縣有林防火線手入事業ノ件 昭和１５年度
(起)昭15.10.15
(施)昭15.10.16

経済部山林課

71 57 基本林（５冊の３） 縣基本林防火線手入事業施行ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭15.10. 2
(施)昭15.10. 4

経済部山林課
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71 58 基本林（５冊の３）
竣工届（賀茂郡稲梓村稲梓縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.11. 3 （個人名）

71 59 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線事業
第５号地）

昭和１５年度 (収)昭15.11.13 （個人名）

71 60 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線事業
第２号地）

昭和１５年度 (収)昭15.11.13 （個人名）

71 61 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入
事業第６号地）

昭和１５年度 (収)昭15.11.15 （個人名）

71 62 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入
事業第１号地）

昭和１５年度 (収)昭15.11.20 （個人名）

71 63 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入
事業第３号地）

昭和１５年度 (収)昭15.11.15 （個人名）

71 64 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入
事業第８号地）

昭和１５年度 (収)昭15.11.15 （個人名）

71 65 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入
事業第４号地）

昭和１５年度 (収)昭15.11.19 （個人名）

71 66 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村沢口縣有林防火線手入事
業）

昭和１５年度 (収)昭15.11. 9 （個人名）

71 67 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入
事業第８号地）

昭和１５年度 (収)昭15.11.15 （個人名）

71 68 基本林（５冊の３）
請書（安倍郡井川村井川岩崎山縣有林地拵第１林
班下部）

昭和１５年度 (収)昭15.10.25 （個人名）

71 69 基本林（５冊の３） 請書（安倍郡梅ヶ島村梅ヶ島山縣有林地拵事業） 昭和１５年度 (収)昭15.10.23 （個人名）

71 70 基本林（５冊の３） 縣有林地拵事業施行ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15.10.15
(施)昭15.10.15

経済部山林課

71 71 基本林（５冊の３） 梅ヶ島、井川両縣有林地拵事業施行ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭15. 9.18
(施)昭15. 9.26

経済部山林課

71 72 基本林（５冊の３） 縣有林地拵事業施行ノ件 昭和１５年度
(起)昭15.10.23
(施)昭15.10.28

経済部山林課

71 73 基本林（５冊の３） 請書（賀茂郡稲梓村北湯ヶ野縣有林地拵事業） 昭和１５年度 (収)昭16. 1.15 （個人名）

71 74 基本林（５冊の３） 稲梓縣有林地拵事業ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 1. 9
(施)昭16. 1.10

経済部山林課

71 75 基本林（５冊の３）
供覧（縣基本林昭和14年度植裁並養苗事業別実行
致シ候）

昭和１４年度 (起)昭14. 6. 2 経済部山林課
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71 76 基本林（５冊の３） 復命書（田方郡中大見村大幡野縣有林植裁事業） 昭和１４年度 (起)昭14. 4.30 経済部山林課

71 77 基本林（５冊の３） 復命書（賀茂郡稲梓村稲梓縣有林測量） 昭和１４年度 (起)昭14. 4.22 経済部山林課

71 78 基本林（５冊の３）
復命書（安倍郡梅ヶ島・井川両村縣有林植裁並養
苗事業）

昭和１４年度 (起)昭14. 5.20 経済部山林課

71 79 基本林（５冊の３） 復命書（榛原郡上川根村千頭縣有林植裁事業） 昭和１４年度 (起)昭14. 4.18 経済部山林課

71 80 基本林（５冊の３） 復命書（志太郡六合村東光寺縣有林植裁事業） 昭和１４年度 (起)昭14. 4. 7 経済部山林課

71 81 基本林（５冊の３） 大幡野縣有林内林道開鑿工事施行ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭15. 4.30
(施)昭15. 5.16

経済部山林課

71 82 基本林（５冊の３） 林道開鑿工事施行期間延期願ノ件 昭和１５年度 (収)昭15. 6.26
中大見村駐在農
林技手

71 83 基本林（５冊の３） 林道開鑿工事竣工報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭15. 7.27 （個人名）

71 84 基本林（５冊の３） 請書（賀茂郡上河津村河津縣有林間伐） 昭和１５年度 (収)昭15. 7. 8 （個人名）

71 85 基本林（５冊の３） 河津縣有林間伐事業施行伺 昭和１５年度
(起)昭15. 6.14
(施)昭15. 7. 1

経済部山林課

71 86 基本林（５冊の３） 木場道開鑿工事施行人夫使役伺 昭和１５年度
(起)昭15. 5.16
(施)昭15. 5.21

経済部山林課

71 87 基本林（５冊の３） 稲梓縣有林間伐事業施行伺 昭和１５年度
(起)昭15. 6.14
(施)昭15. 7. 1

経済部山林課

71 88 基本林（５冊の３）
請書（周智郡三倉村大日縣有林第７林班、第８林
班間伐事業）

昭和１５年度 (収)昭15. 7.24 （個人名）

71 89 基本林（５冊の３） 大日縣有林間伐事業施行伺 昭和１５年度
(起)昭15. 7.15
(施)昭15. 7.18

経済部山林課

71 90 基本林（５冊の３） 請書（志太郡六合村東光寺縣有林間伐事業） 昭和１５年度 (収)昭15. 7.25 （個人名）

71 91 基本林（５冊の３） 志太郡六合村所在東光寺縣有林間伐事業施行伺 昭和１５年度
(起)昭15. 7.  
(施)昭15. 7.20

経済部山林課

71 92 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林第３林班
（第２号地）間伐事業）

昭和１５年度 (収)昭15. 8.17 （個人名）

71 93 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林間伐事業第
１号地（２林班））

昭和１５年度 (収)昭15. 8.17 （個人名）
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71 94 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林第２林班間伐
事業）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 95 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林第３林班間伐
事業）

昭和１５年度 (収)昭15. 7. 4 （個人名）

71 96 基本林（５冊の３） 縣有林間伐事業請書提出方ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 6.28
(施)昭15. 6.28

経済部山林課

71 97 基本林（５冊の３） 大幡野縣有林間伐事業施行ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭15. 5.28
(施)昭15. 6. 8

経済部山林課

71 98 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林杉・檜・松間
伐事業）

昭和１５年度 (収)昭15. 8.19 （個人名）

71 99 基本林（５冊の３）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林13林班間伐事
業）

昭和１５年度 (収)昭15. 8.10 （個人名）

71 100 基本林（５冊の３） 大幡野縣有林間伐事業施行ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭15. 8. 3
(施)昭15. 8. 3

経済部山林課

71 101 基本林（５冊の３） 間伐事業施行ノ件伺 昭和１５年度 (収)昭15. 7.26
中大見村駐在農
林技手

71 102 基本林（５冊の３） 縣有林間伐事業見積提出方ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 7.24
(施)昭15. 7.24

経済部山林課

71 103 基本林（５冊の３） 間伐原木調書提出ノ件 昭和１５年度 (収)昭15. 6.11
中大見村駐在農
林技手

71 104 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林第13林班間
伐事業第１号地）

昭和１５年度 (収)昭15.10.10 （個人名）

71 105 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林第13林班間
伐事業第２号地）

昭和１５年度 (収)昭15. 9.29 （個人名）

71 106 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林第13林班間
伐事業第３号地）

昭和１５年度 (収)昭15.10.14 （個人名）

71 107 基本林（５冊の３）
竣工届（田方郡中大見村大幡野縣有林第13林班間
伐事業第４号地）

昭和１５年度 (収)昭15.10.12 （個人名）

71 108 基本林（５冊の３） 縣基本林植裁事業ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 4. 1
(施)昭15. 4. 2

経済部山林課

71 109 基本林（５冊の３） 縣基本林林道修理人夫使役伺 昭和１５年度
(起)昭15. 4. 1
(施)昭15. 4. 2

経済部山林課

71 110 基本林（５冊の３） 縣基本林養苗春期事業ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 4. 1
(施)昭15. 4. 2

経済部山林課

71 111 基本林（５冊の３）
井川、千頭両縣有林附属苗圃除草並青草敷込事業
人夫使役伺

昭和１５年度
(起)昭15. 5.28
(施)昭15. 6. 5

経済部山林課
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71 112 基本林（５冊の３） 発芽報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭15. 7.10
井川縣有林駐在
林業夫

71 113 基本林（５冊の３） 縣有林手入事業人夫使役伺 昭和１５年度
(起)昭15. 5.28
(施)昭15. 6. 8

経済部山林課

71 114 基本林（５冊の３） 稲梓縣有林人夫賃使用ニ対スル巧程報告 昭和１５年度 (収)昭15. 7.25
稲梓縣有林林業
夫

71 115 基本林（５冊の３） 井川縣有林人夫賃使用ニ対スル巧程報告 昭和１５年度 (収)昭15. 7.24
井川縣有林駐在
林業夫

71 116 基本林（５冊の３） 井川縣有林人夫賃使用ニ対スル巧程報告 昭和１５年度 (収)昭15. 7.24
井川縣有林駐在
林業夫

71 117 基本林（５冊の３） 縣基本林林道刈払事業施行ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 7.16
(施)昭15. 7.20

経済部山林課

71 118 基本林（５冊の３） 林道主要箇所刈払事業施行ノ件伺 昭和１５年度 (収)昭15. 6.21
中大見村駐在農
林技手

71 119 基本林（５冊の３） 縣有林手入事業施行ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15.10.25
(施)昭15.10.26

経済部山林課

71 120 基本林（５冊の３） 縣有林内枝打施行地調査ノ件 昭和１５年度 (起)昭15.10. 4 経済部山林課

71 121 基本林（５冊の３） 縣有林内枝打施行地調査ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.10. 6
田中山縣有林林
業夫

71 122 基本林（５冊の３） 稲梓縣有林内枝打施行地調査報告 昭和１５年度 (収)昭15.10. 7
稲梓縣有林林業
夫

71 123 基本林（５冊の３）
御願（縣有林内枝打施行地調査に関する事務連
絡）

昭和１５年度 (収)昭15.10. 6 （個人名）

71 124 基本林（５冊の３） 縣有林内枝打施行地回報ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.10. 6
中大見村駐在農
林技手

71 125 基本林（５冊の３） 戸田山縣有林内枝打施行地調査報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.10. 6
戸田山縣有林林
業夫

71 126 基本林（５冊の３） 縣有林内枝打施行地調査報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.10. 7
井川縣有林駐在
林業夫

71 127 基本林（５冊の３） 枝打施行地調査報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.10.15 赤佐村駐在技手

71 128 基本林（５冊の３） （標題なし）（縣有林内枝打施行地調査報告） 昭和１５年度 (収)昭15.10.15 大日縣有林

71 129 基本林（５冊の３） 千頭山縣有林内人夫賃使用ニ関スル件功程報告 昭和１５年度 (収)昭16. 1. 6
千頭縣有林駐在
林業夫
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71 130 基本林（５冊の３） 稲梓縣有林掘起防火兼歩道新設ノ件 昭和１５年度
(起)昭15.12.23
(施)昭15.12.24

経済部山林課

71 131 基本林（５冊の３） 稲梓縣有林掘起防火兼歩道新設ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.12.18
稲梓縣有林林業
夫

71 132 基本林（５冊の３） 戸田縣有林地拵事業人夫使役伺 昭和１５年度
(起)昭15.11.29
(施)昭15.12. 4

経済部山林課

71 133 基本林（５冊の３） 稲梓縣有林枝打掃除伐事業施行ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 1.29
(施)昭16. 2. 6

経済部山林課

71 134 基本林（５冊の３） 稲梓縣有林掃除伐事業施行ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 1.24
稲梓縣有林林業
夫

71 135 基本林（５冊の３） 間伐調査人夫使役伺 昭和１５年度 (起)昭15. 5.27 経済部山林課

71 136 基本林（５冊の３）
大幡野縣有林林道並火災警戒用電話柱修繕人夫使
役伺

昭和１５年度
(起)昭15.12. 4
(施)昭15.12.10

経済部山林課

71 137 基本林（５冊の３） 修理事業施行方伺ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.11.15
中大見村駐在農
林技手

71 138 基本林（５冊の３） 縣基本林養苗事業実施ノ件 昭和１５年度
(起)昭15.11.21
(施)昭15.12. 7

経済部山林課

71 139 基本林（５冊の３） 大幡野縣有林火災警戒実施ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭16. 2.17
(施)昭16. 2.17

経済部山林課

71 140 基本林（５冊の３） 火災警戒人夫使用ノ件伺 昭和１５年度 (収)昭16. 2. 1
中大見村駐在農
林技手

71 141 基本林（５冊の３） 昭和15年度基本林造成費予算照査簿 昭和１５年度 経済部山林課

71 142 基本林（５冊の３）
罫紙メモ（内容：模範林、田中山境界標柱立替　
西島功）

昭和１５年度 経済部山林課

71 143 基本林（５冊の３） 模範林図面（昭和14年度植裁地第18林班内） 昭和１５年度 経済部山林課

71 144 基本林（５冊の３） （図面）昭和14年度井川縣有林附属苗圃 昭和１５年度 経済部山林課

72 1 基本林（５冊の４）
昭和16年７月31日願大日縣有林内土地使用並支障
木払下ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 8. 6
(施)昭16. 8.12

経済部山林課

72 2 基本林（５冊の４） 土地使用願（周智郡三倉村大日縣有林第７林班） 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 5 （個人名）

72 3 基本林（５冊の４）
支障木払下願（周智郡三倉村大日縣有林第７林
班）

昭和１６年度 (収)昭16. 8. 5 （個人名）
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72 4 基本林（５冊の４）
（標題なし）（大日縣有林土地使用並支障木払下
願ノ件）

昭和１６年度 (収)昭16. 8. 1
大日縣有林看守
人

72 5 基本林（５冊の４）
領収証（周智郡三倉村大日縣有林第８林班内ス
ギ、ヒノキ間伐木）

昭和１６年度 (収)昭16. 8.29 （個人名）

72 6 基本林（５冊の４） 縣有林間伐木引渡ノ件 昭和１５年度
(起)昭16. 3. 7
(施)昭16. 3.10

経済部山林課

72 7 基本林（５冊の４） 払下立木引渡願 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 7 （個人名）

72 8 基本林（５冊の４）
領収証（周智郡三倉村大日縣有林スギ、ヒノキ間
伐材等）

昭和１５年度 (収)昭16. 3.  （個人名）

72 9 基本林（５冊の４） 大日縣有林売払立木並間伐木一部引渡ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 2.20
(施)昭16. 2.21

経済部山林課

72 10 基本林（５冊の４）
大日縣有林スギ、ヒノキ間伐木並モミ其他立木売
払ニ関スル件

昭和１５年度 (起)昭16. 2.18 経済部山林課

72 11 基本林（５冊の４）
領収証（周智郡三倉村大日縣有林スギ、ヒノキ間
伐材等）

昭和１５年度 (収)昭16. 2.18 （個人名）

72 12 基本林（５冊の４）
大日縣有林スギ、ヒノキ間伐木並モミ其他立木売
払ニ関スル件

昭和１５年度
(起)昭16. 2.15
(施)昭16. 2.15

経済部山林課

72 13 基本林（５冊の４）
大日縣有林スギ、ヒノキ間伐木並モミ其他立木売
払ニ関スル件

昭和１５年度
(起)昭16. 2. 6
(施)昭16. 2. 7

経済部山林課

72 14 基本林（５冊の４） 御願書 昭和１５年度 (収)昭15.11.21 （個人名）

72 15 基本林（５冊の４） 請願書 昭和１５年度 (収)昭15.11.29 （個人名）

72 16 基本林（５冊の４） 大日縣有林間伐木並モミ払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 1.28 （個人名）

72 17 基本林（５冊の４）
（標題なし：郵便はがき）（大日縣有林間伐木払
下願）

昭和１５年度 (収)昭15.11.19 （個人名）

72 18 基本林（５冊の４） 間伐木払下ニ関スル陳情 昭和１５年度 (収)昭15.12.24 三倉村長

72 19 基本林（５冊の４） 大日縣有林買受人調 昭和１５年度 経済部山林課

72 20 基本林（５冊の４）
復命書（大日縣有林スギ、ヒノキ並モミ、マツ立
木材積調査）

昭和１５年度 (起)昭15.11.14 経済部山林課

72 21 基本林（５冊の４）
昭和16年11月６日願大日縣有林内土地使用ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16.11.20
(施)昭16.11.22

経済部山林課
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72 22 基本林（５冊の４）
昭和16年10月18日願大日縣有林内土地使用ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16.10.21
(施)昭16.10.22

経済部山林課

72 23 基本林（５冊の４） 大日縣有林内払下立木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.10. 7
(施)昭16.10.15

経済部山林課

72 24 基本林（５冊の４）
昭和16年10月８日願大幡野縣有林内土地使用ノ件
許可ス

昭和１６年度
(起)昭16.10.21
(施)昭16.10.22

経済部山林課

72 25 基本林（５冊の４） 土地使用願出ニ関スル現地調査報告ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.10.20
中大見村駐在農
林技手

72 26 基本林（５冊の４） 土地使用願（大幡野縣有林第７林班） 昭和１６年度 (収)昭16.10.20 （個人名）

72 27 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林内土地使用願ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16.10.15
(施)昭16.10.15

経済部山林課

72 28 基本林（５冊の４） 土地使用願出ニ関スル現地調査報告ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.10.11
中大見村駐在農
林技手

72 29 基本林（５冊の４） 領収証（大幡野縣有林第13林班内間伐木） 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 7 （個人名）

72 30 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林払下間伐木引渡ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 7.30
(施)昭16. 7.31

経済部山林課

72 31 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林払下間伐木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 7.10
(施)昭16. 7.12

経済部山林課

72 32 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林第13林班内ス
ギ間伐材ホカ払下）

昭和１６年度 (収)昭16. 4. 1 （個人名）

72 33 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林間伐木売払ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭16. 3.20
(施)昭16. 3.27

経済部山林課

72 34 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林間伐木売払ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭16. 3. 8
(施)昭16. 3. 8

経済部山林課

72 35 基本林（５冊の４）
御願（田方郡中大見村大幡野縣有林地内杉、檜間
伐木払下）

昭和１５年度 (収)昭15.12.27 中大見村長

72 36 基本林（５冊の４）
払下願（田方郡中大見村大幡野縣有林第13林班内
間伐木）

昭和１５年度 (収)昭15.11.22 （個人名）

72 37 基本林（５冊の４）
縣有林間伐木払下願（田方郡中大見村大幡野縣有
林）

昭和１５年度 (収)昭15.12. 6 （個人名）

72 38 基本林（５冊の４） 間伐木材積調書提出ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.11.15
中大見村駐在農
林技手

72 39 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林内スギ間伐材
ホカ払下）

昭和１６年度 (収)昭17. 3. 6 （個人名）
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72 40 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林スギ、ヒノキ、マツ間伐木売払ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 2.14
(施)昭17. 2.20

経済部山林課

72 41 基本林（５冊の４） 払下願 昭和１６年度 (収)昭16.10. 1 （個人名）

72 42 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林内間伐木売却処分価格ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭17. 1.28 経済部山林課

72 43 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林内間伐木売払ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭17. 2. 2 経済部山林課

72 44 基本林（５冊の４）
昭和17年３月19日願千頭縣有林内払下立木搬出期
限延期ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭17. 3.23
(施)昭17. 3.25

経済部山林課

72 45 基本林（５冊の４） 請書（千頭山縣有林内払下立木搬出期限遵守） 昭和１６年度 (収)昭16. 4.22 （個人名）

72 46 基本林（５冊の４）
昭和16年１月28日願千頭縣有林内払下立木搬出期
限延期ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 4.19
(施)昭16. 4.19

経済部山林課

72 47 基本林（５冊の４） 請書（榛原郡上川根村千頭山縣有林内立木払下） 昭和１３年度 (収)昭13. 8.15 （個人名）

72 48 基本林（５冊の４） 千頭縣有林内雑木売払ノ件 昭和１３年度
(起)昭13. 8. 3
(施)昭13. 8. 5

経済部山林課

72 49 基本林（５冊の４） 縣有林内雑木払下願 昭和１３年度 (収)昭13. 7. 4 （個人名）

72 50 基本林（５冊の４） 請書（稲梓縣有林内土地使用） 昭和１７年度 (収)昭17.11.27 稲梓村長

72 51 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林内土地使用請書提出方ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.11.19
(施)昭17.11.20

経済部山林課

72 52 基本林（５冊の４）
昭和17年10月15日願稲梓縣有林内土地使用ノ件許
可ス

昭和１７年度
(起)昭17.10.19
(施)昭17.10.20

経済部山林課

72 53 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林内土地使用願ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17.10.19
須原縣有林事務
所林業夫

72 54 基本林（５冊の４） 払下物件領収証送付ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17.10.12 稲梓村長

72 55 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林内雑木引渡ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.10. 6
(施)昭17.10. 7

経済部山林課

72 56 基本林（５冊の４） 請書（賀茂郡稲梓縣有林雑木払下） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.25 稲梓村長

72 57 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林内雑木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 9. 7
(施)昭17. 9.12

経済部山林課
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72 58 基本林（５冊の４） 縣造林地内雑木払下認可申請 昭和１７年度 (収)昭17. 8.22 稲梓村長

72 59 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林内雑木払下願 昭和１７年度 (収)昭17. 8.22 （個人名）

72 60 基本林（５冊の４） 価格等定 昭和１７年度 経済部山林課

72 61 基本林（５冊の４）
大幡野縣有林内スギ、ヒノキ間伐木搬出期限延期
ノ件

昭和１７年度
(起)昭18. 1. 6
(施)昭18. 1. 7

経済部山林課

72 62 基本林（５冊の４）
領収書（田方郡中大見村大幡野縣有林スギ、ヒノ
キ間伐木）

昭和１７年度 (収)昭17.11.12 （個人名）

72 63 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林間伐木引渡ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.11.10
(施)昭17.11.11

経済部山林課

72 64 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林杉、檜間伐木
払下ゲ）

昭和１７年度 (収)昭17. 8. 4 （個人名）

72 65 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林間伐木売払ノ件伺 昭和１７年度
(起)昭17. 7.21
(施)昭17. 7.28

経済部山林課

72 66 基本林（５冊の４） 縣有林間伐木丸太売却処分ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 6. 5
(施)昭17. 6. 5

経済部山林課

72 67 基本林（５冊の４） 権利放棄届 昭和１７年度 (収)昭17. 5.26 （個人名）

72 68 基本林（５冊の４） 間伐木搬出済届 昭和１７年度 (収)昭17. 5.15 （個人名）

72 69 基本林（５冊の４） 権利放棄届送付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 5.  
中大見村駐在農
林技手

72 70 基本林（５冊の４） 搬出未済丸太材積調書送付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 5.22
中大見村駐在農
林技手

72 71 基本林（５冊の４）
昭和17年12月25日願稲梓縣有林内払下間伐木搬出
期限延期ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭18. 1. 6
(施)昭18. 1. 7

経済部山林課

72 72 基本林（５冊の４） 延期御願書 昭和１７年度 (収)昭17.12.23 （個人名）

72 73 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林内間伐木引渡ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.12. 4
(施)昭17.12. 6

経済部山林課

72 74 基本林（５冊の４）
請書（賀茂郡稲梓村稲梓縣有林内スギ、ヒノキ間
伐木払下）

昭和１６年度 (収)昭17. 1. 9 （個人名）

72 75 基本林（５冊の４） 請書（賀茂郡上河津村縣有林内スギ間伐木払下） 昭和１６年度 (収)昭16.12. 5 （個人名）
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72 76 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林内間伐木払下ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.11.29
(施)昭16.12. 2

経済部山林課

72 77 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林内間伐木処分ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16.11.13
(施)昭16.11.13

経済部山林課

72 78 基本林（５冊の４）
稲梓、河津両縣有林スギ、ヒノキ間伐木売払ニ関
スル件伺

昭和１６年度
(起)昭16.10.28
(施)昭16.10.29

経済部山林課

72 79 基本林（５冊の４）
復命書（稲梓、河津両縣有林間伐木材積調査報
告）

昭和１６年度 (起)昭16.10.10 経済部山林課

72 80 基本林（５冊の４） 伐採材特売御願書 昭和１４年度 (収)昭14. 6.22 （個人名）

72 81 基本林（５冊の４） 請願書（賀茂郡ニ於ケル縣木材ノ払下） 昭和１４年度 (収)昭14.  .  
賀茂郡材木商同
業組合長

72 82 基本林（５冊の４）
昭和18年４月10日願大幡野縣有林内払下雪折木搬
出期限延期ノ件許可ス

昭和１８年度
(起)昭18. 4.21
(施)昭18. 4.  

経済部山林課

72 83 基本林（５冊の４）
昭和18年１月５日願大幡野縣有林内払下雪折木搬
出期限延期ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭18. 1.19
(施)昭18. 1.20

経済部山林課

72 84 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林内払下杉雪折木引渡ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 7.20
(施)昭17. 7.27

経済部山林課

72 85 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林杉雪折木払
下）

昭和１７年度 (収)昭17. 7.21 （個人名）

72 86 基本林（５冊の４）
昭和17年６月６日願大幡野縣有林内払下雪折木払
下ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭17. 6.18
(施)昭17. 7. 1

経済部山林課

72 87 基本林（５冊の４） 対島、澤口両縣有林林道刈払人夫使役ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 7. 4
(施)昭17. 7. 6

経済部山林課

72 88 基本林（５冊の４） 養苗事業請負証書 昭和１７年度 (収)昭17. 5.16 （個人名）

72 89 基本林（５冊の４） 梅ヶ島縣有林ノ養苗事業ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4. 1
(施)昭17. 4.18

経済部山林課

72 90 基本林（５冊の４） 請書（田方郡中大見村大幡野縣有林間伐事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 9. 1 （個人名）

72 91 基本林（５冊の４） 請書（田方郡中大見村大幡野縣有林間伐事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 9. 1 （個人名）

72 92 基本林（５冊の４） 請書（田方郡中大見村大幡野縣有林間伐事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 8.19 （個人名）

72 93 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林間伐事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 8. 8
(施)昭17. 8.13

経済部山林課
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72 94 基本林（５冊の４） 大幡野縣有林間伐事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 7.20
(施)昭17. 7.30

経済部山林課

72 95 基本林（５冊の４） 間伐原木調書提出ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 7.10
中大見村駐在林
業手

72 96 基本林（５冊の４） 稲梓、河津両縣有林間伐事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 7.25
(施)昭17. 8.13

経済部山林課

72 97 基本林（５冊の４） 請書（周智郡三倉村大日縣有林間伐事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 8.19 （個人名）

72 98 基本林（５冊の４） 大日縣有林間伐事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 8.10
(施)昭17. 8.14

経済部山林課

72 99 基本林（５冊の４） 請書（周智郡三倉村大日縣有林林道刈払事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.16 （個人名）

72 100 基本林（５冊の４）
請書（安倍郡梅ヶ島村コンヤ沢有林林道刈払事
業）

昭和１７年度 (収)昭17. 9.21 （個人名）

72 101 基本林（５冊の４） 請書（志太郡六合東光寺縣有林林道刈払事業） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.22 （個人名）

72 102 基本林（５冊の４）
請書（安倍郡梅ヶ島村関ノ沢山縣有林林道刈払事
業）

昭和１７年度 (収)昭17. 9.15 （個人名）

72 103 基本林（５冊の４） 縣基本林林道刈払事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 9. 4
(施)昭17. 9.11

経済部山林課

72 104 基本林（５冊の４） 縣基本林林道刈払事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 8.17
(施)昭17. 8.29

経済部山林課

72 105 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林１号地防火線
事業）

昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）

72 106 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業第２号地）

昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）

72 107 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業第３号地）

昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）

72 108 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業第４号地）

昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）

72 109 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業）

昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）

72 110 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林６号地防火線
事業）

昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）

72 111 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林防火線手入事
業）

昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）
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72 112 基本林（５冊の４） 請書（田方郡対島村縣有林防火線手入事業） 昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）

72 113 基本林（５冊の４）
請書（田方郡中大見村澤口山縣有林防火線手入事
業）

昭和１７年度 (収)昭17.11.11 （個人名）

72 114 基本林（５冊の４） 請書（賀茂郡稲梓村縣有林防火線手入事業） 昭和１７年度 (収)昭17.11.10 （個人名）

72 115 基本林（５冊の４） 請書（賀茂郡稲梓村縣有林２号防火線事業） 昭和１７年度 (収)昭17.11.13 （個人名）

72 116 基本林（５冊の４）
請書（賀茂郡上河津村河津縣有林防火線手入事
業）

昭和１７年度 (収)昭17.11.25 （個人名）

72 117 基本林（５冊の４）
請書（田方郡戸田村戸田山縣有林防火線手入事
業）

昭和１７年度 (収)昭17.11.12 （個人名）

72 118 基本林（５冊の４） 縣有林防火線手入事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17.10.29
(施)昭17.11. 5

経済部山林課

72 119 基本林（５冊の４） 縣有林防火線手入事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 9. 3
(施)昭17. 9.14

経済部山林課

72 120 基本林（５冊の４） 縣有林防火線事業施業ノ件伺 昭和１７年度 (収)昭17. 9.23
中大見村駐在林
業手

72 121 基本林（５冊の４）
稲梓、河津両縣有林防火線手入事業施行ニ関スル
件伺

昭和１７年度 (収)昭17. 9.23
須原縣有林事務
所林業夫

72 122 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林防火線新設人夫使役伺 昭和１７年度
(起)昭17.11.11
(施)昭17.11.16

経済部山林課

72 123 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林防火線新設ニ関スル件伺 昭和１７年度 (収)昭17.11.11
須原縣有林事務
所林業夫

72 124 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林人夫賃金使用ニ対スル功程報告 昭和１７年度 (収)昭17.12. 4
須原縣有林事務
所林業夫

72 125 基本林（５冊の４） 縣有林枝打掃除伐事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17.11.18
(施)昭17.12. 1

経済部山林課

72 126 基本林（５冊の４） 枝打掃除伐事業実行ニ関スル件伺 昭和１７年度 (収)昭17. 9.20
井川縣有林駐在
林業手

72 127 基本林（５冊の４） 稲梓、河津両縣有林枝打掃除伐事業施行ノ件伺 昭和１７年度 (収)昭17.11.12
須原縣有林事務
所林業夫

72 128 基本林（５冊の４） 縣有林人夫賃使用ニ関スル工程報告 昭和１８年度 (収)昭18. 4. 1 林業手

72 129 基本林（５冊の４） 井川縣有林人夫賃使用ニ関スル功程報告 昭和１８年度 (収)昭18. 4. 2
井川縣有林駐在
林業手
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72 130 基本林（５冊の４） 井川縣有林人夫賃使用ニ関スル功程報告 昭和１７年度 (収)昭17.12.14
井川縣有林駐在
林業手

72 131 基本林（５冊の４） 井川縣有林人夫賃使用ニ関スル功程報告 昭和１８年度 (収)昭18. 4. 2
井川縣有林駐在
林業手

72 132 基本林（５冊の４） 稲梓、河津縣有林人夫賃金使用ニ対スル功程報告 昭和１７年度 (収)昭18. 2.20
須原縣有林事務
所林業夫

72 133 基本林（５冊の４） 稲梓縣有林人夫賃金使用ニ対スル功程報告 昭和１７年度 (収)昭18. 1.23
須原縣有林事務
所林業夫

72 134 基本林（５冊の４） 河津縣有林人夫賃金使用ニ対スル功程報告 昭和１７年度 (収)昭18. 1.15
須原縣有林事務
所林業夫

72 135 基本林（５冊の４）
請書（志太郡六合村東光寺縣有林枝打掃除伐事
業）

昭和１７年度 (収)昭18. 2. 4 （個人名）

72 136 基本林（５冊の４） 東光寺山縣有林枝打掃除伐事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭18. 1.20
(施)昭18. 2. 1

経済部山林課

72 137 基本林（５冊の４） 東光寺山縣有林枝打掃除伐事業ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 1. 9
(施)昭18. 1.13

経済部山林課

72 138 基本林（５冊の４） 請書（周智郡三倉村大日縣有林枝打掃除伐事業） 昭和１７年度 (収)昭18. 1.23 （個人名）

72 139 基本林（５冊の４） 大日縣有林枝打掃除伐事業伺 昭和１７年度
(起)昭17.12.24
(施)昭18. 1.15

経済部山林課

72 140 基本林（５冊の４） 大日縣有林枝打掃除伐事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17.12. 9
(施)昭17.12.18

経済部山林課

72 141 基本林（５冊の４） 縣有林枝打掃除伐事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭18. 1. 9
(施)昭18. 1.15

経済部山林課

72 142 基本林（５冊の４） 縣有林枝打事業予定書提出ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17.12.15
中大見村駐在林
業手

72 143 基本林（５冊の４） 縣有林枝打掃除伐事業ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.12. 9
(施)昭17.12.10

経済部山林課

72 144 基本林（５冊の４）
請書（安倍郡梅ヶ島村梅ヶ島山コンヤ沢縣有林地
拵事業）

昭和１７年度 (収)昭17.11.18 （個人名）

72 145 基本林（５冊の４） 梅ヶ島縣有林地拵事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17.10.27
(施)昭17.11. 5

経済部山林課

72 146 基本林（５冊の４） 梅ヶ島縣有林地拵事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17.10. 1
(施)昭17.10.13

経済部山林課

72 147 基本林（５冊の４） 縣有林地拵事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭18. 2.17
(施)昭18. 2.18

経済部山林課
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72 148 基本林（５冊の４） 縣基本林植裁事業施行伺 昭和１８年度
(起)昭18. 4. 1
(施)昭18. 4. 8

経済部山林課

72 149 基本林（５冊の４） 縣基本林手入事業人夫使役伺 昭和１７年度
(起)昭17. 6.19
(施)昭17. 6.25

経済部山林課

73 1 基本林（５冊の５）
昭和17年３月15日願大日縣有林内間伐木並立木払
下代金第２回分納金納期変更ノ件許可ス

昭和１７年度 (起)昭17. 7. 6 経済部山林課

73 2 基本林（５冊の５） 大日縣有林内土地使用ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 3.20
(施)昭17. 3.23

経済部山林課

73 3 基本林（５冊の５） 大日縣有林内売払木一部引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 2. 4
(施)昭17. 2. 5

経済部山林課

73 4 基本林（５冊の５）
大日縣有林スグ、ヒノキ間伐木並モミ其他立木売
払ニ関スル件

昭和１６年度
(起)昭16.12. 1
(施)昭16.12. 4

経済部山林課

73 5 基本林（５冊の５） 大日縣有林間伐木処分予定価格ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16.11.29
(施)昭16.12. 1

経済部山林課

73 6 基本林（５冊の５）
復命書（大日縣有林スギ、ヒノキ間伐木並モミ、
ツガ、マツ立木材積調査報告）

昭和１６年度 (起)昭16.11.11 経済部山林課

73 7 基本林（５冊の５）
大日縣有林スギ、ヒノキ間伐木並モミ其他立木売
払ニ関スル件

昭和１６年度
(起)昭16.11.15
(施)昭16.11.17

経済部山林課

73 8 基本林（５冊の５） 領収書（田方郡中大見村大幡野縣有林払下材） 昭和１７年度 (収)昭18. 2.25
駿豆木材株式会
社

73 9 基本林（５冊の５） 大幡野縣有林内間伐木引渡領収書提出ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 2.22
(施)昭18. 2.22

経済部山林課

73 10 基本林（５冊の５） 大幡野縣有林内払下間伐木引渡ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.12.17
(施)昭17.12.22

経済部山林課

73 11 基本林（５冊の５） 伐倒木代金送付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17.12.10
駿豆木材株式会
社

73 12 基本林（５冊の５）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林杉ほか間伐木
払下）

昭和１７年度 (収)昭17.12.14
駿豆木材株式会
社

73 13 基本林（５冊の５） 大日縣有林スギ、ヒノキ間伐木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.11.28
(施)昭17.12.10

経済部山林課

73 14 基本林（５冊の５） 見積書提出ノ件 昭和１７年度 (収)昭17.11.27
駿豆木材株式会
社

73 15 基本林（５冊の５） 大幡野縣有林第16林班外四間伐木予定価格 昭和１７年度 (収)昭17.11.11 地方技師

73 16 基本林（５冊の５） 間伐木売却処分ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.11.12
(施)昭17.11.14

経済部山林課
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73 17 基本林（５冊の５） 間伐材積調書提出ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 9.28
中大見村駐在林
業手

73 18 基本林（５冊の５）
領収書（田方郡戸田村戸田縣有林スギ、ヒノキ間
伐木払下）

昭和１８年度 (収)昭18. 4.30
駿豆木材株式会
社

73 19 基本林（５冊の５） 戸田縣有林内払下間伐木引渡ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 4.22
(施)昭18. 4.27

経済部山林課

73 20 基本林（５冊の５） 請書（田方郡戸田村戸田縣有林内間伐木払下） 昭和１８年度 (収)昭18. 4. 7
駿豆木材株式会
社

73 21 基本林（５冊の５） 戸田縣有林内スギ、ヒノキ間伐木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 3.29
(施)昭18. 3.31

経済部山林課

73 22 基本林（５冊の５） 戸田縣有林内スギ、ヒノキ間伐木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 2.20
(施)昭18. 2.22

経済部山林課

73 23 基本林（５冊の５） 戸田山縣有林間伐木材積調査報告 昭和１７年度 (収)昭17.11.27 林業手

73 24 基本林（５冊の５） 稲梓縣有林内払下立木領収書ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 5. 4
賀茂郡木材株式
会社

73 25 基本林（５冊の５） 請書（賀茂郡稲梓村縣有林杉、檜払下） 昭和１７年度 (収)昭18. 2.16
賀茂郡木材株式
会社

73 26 基本林（５冊の５） 稲梓縣有林スギ、ヒノキ間伐木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 2.10
(施)昭18. 2.13

経済部山林課

73 27 基本林（５冊の５） 稲梓縣有林間伐木売り払い予定価格 昭和１７年度 (収)昭18. 1.23 地方技師

73 28 基本林（５冊の５） 稲梓縣有林スギ、ヒノキ間伐木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 1.21
(施)昭18. 1.23

経済部山林課

73 29 基本林（５冊の５） 領収証（志太郡六合村東光寺縣有林マツ立木） 昭和１８年度 (収)昭18. 4.23 （個人名）

73 30 基本林（５冊の５）
立木払下受領証（志太郡六合村東光寺縣有林マツ
立木ほか）

昭和１８年度 (収)昭18. 4. 7
大井川木材株式
会社

73 31 基本林（５冊の５） 東光寺縣有林内マツ其他払下立木引渡ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 3. 3
(施)昭18. 4. 2

経済部山林課

73 32 基本林（５冊の５）
請書（志太郡六合村東光寺縣有林内マツ立木払
下）

昭和１７年度 (収)昭18. 2.26
大井川木材株式
会社

73 33 基本林（５冊の５）
請書（志太郡六合村東光寺縣有林内マツ立木払
下）

昭和１７年度 (収)昭18. 2.22 （個人名）

73 34 基本林（５冊の５） 東光寺縣有林内マツ其他立木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 2. 6
(施)昭18. 2.17

経済部山林課
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73 35 基本林（５冊の５） 東光寺縣有林マツ其他立木売払ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 2. 6
(施)昭18. 2.17

経済部山林課

73 36 基本林（５冊の５） 東光寺縣有林マツ其他立木売払ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 1.22
(施)昭18. 1.23

経済部山林課

73 37 基本林（５冊の５）
昭和18年５月31日願大幡野縣有林内払下ノナラ其
他雑木払下条件変更ノ件許可ス

昭和１８年度
(起)昭18. 6.16
(施)昭18. 6.16

経済部山林課

73 38 基本林（５冊の５） 大幡野縣有林内ナラ其他雑木引渡ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.11.10
(施)昭17.11.11

経済部山林課

73 39 基本林（５冊の５）
請書（田方郡中大見村大幡野縣有林内ナラ其他雑
木払下）

昭和１７年度 (収)昭17. 7.22 中大見村長

73 40 基本林（５冊の５）
昭和16年９月８日願大幡野縣有林内雑木払下ノ件
許可ス

昭和１７年度
(起)昭17. 7. 2
(施)昭17. 7.13

経済部山林課

73 41 基本林（５冊の５） 雑木原木調書提出ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.10.29
中大見村駐在農
林技手

73 42 基本林（５冊の５） 大幡野縣有林雑木払下物件生産変更ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.16
(施)昭18. 6.16

経済部山林課

73 43 基本林（５冊の５） 養苗事業請負証書（安倍郡梅ヶ島村養苗事業） 昭和１８年度 (収)昭18. 5.10 （個人名）

73 44 基本林（５冊の５） 梅ヶ島縣有林養苗事業ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 4. 1
(施)昭18. 4. 8

経済部山林課

74 1 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収した縣有林
に対する対価保証金を縣歳入として受け入れ）

昭和３０年度
(起)昭30. 4.14
(決)昭30. 4.15

林務部林政課

74 2 縣有林開拓関係書類
伺（縣有林が開拓計画地に編入されたことに伴う
買収令書の受領書及び委任状の提出について）

昭和２４年度 (起)昭24.10.19 林務部治山課

74 3 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収した縣有林
に対する対価保証金を縣歳入として受け入れ）

昭和２６年度
(起)昭26. 6.21
(決)昭26. 6.27
(施)昭26. 6.27

林務部治山課

74 4 縣有林開拓関係書類
伺（縣有林が開拓計画地に編入されたことに伴う
買収令書の受領書及び委任状の提出について）

昭和２５年度
(起)昭26. 1.16
(決)昭26. 1.17

林務部治山課

74 5 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収した縣有林
に対する対価保証金を縣歳入として受け入れ）

昭和２５年度
(起)昭26. 1.19
(決)昭26. 1.22
(施)昭26. 1.22

林務部治山課

74 6 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収決定した縣
有林に対する買収令書の受領書及び委任状の提出
について）

昭和２５年度
(起)昭26. 1. 6
(決)昭26. 1.10

林務部治山課

74 7 縣有林開拓関係書類 縣有林開拓計画編入地上立木払下の件 昭和２５年度
(起)昭25.10. 6
(決)昭25.10.17
(施)昭25.10.19

林務部治山課

74 8 縣有林開拓関係書類 縣有林内幼令林撤去に対する補償額について 昭和２５年度
(起)昭25. 6.26
(決)昭25. 6.27
(施)昭25. 6.27

林務部治山課
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74 9 縣有林開拓関係書類
伺（創設特別措置法により買収された田中山縣有
林内幼令材に対する補償額の受領証発行）

昭和２５年度
(起)昭25. 6.24
(決)昭25. 6.26
(施)昭25. 6.26

林務部治山課

74 10 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収決定した縣
有林に対する買収令書の受領書及び委任状の提出
について）

昭和２５年度
(起)昭25. 6. 1
(決)昭25. 6. 3
(施)昭25. 6. 3

林務部治山課

74 11 縣有林開拓関係書類 縣有貸付林地契約解消の件 昭和２５年度
(起)昭25. 4.18
(決)昭25. 4.18
(施)昭25. 4.18

林務部治山課

74 12 縣有林開拓関係書類 縣有財産貸付ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭21. 1.28
(決)昭21. 2.18
(施)昭21. 2.19

経済部山林課

74 13 縣有林開拓関係書類 縣有地貸付ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20.11.19
(施)昭20.11.22

経済部山林課

74 14 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収された縣有
林土地代金を縣歳入として受け入れ）

昭和２６年度
(起)昭27. 1.21
(決)昭27. 1.28
(施)昭27. 1.28

林務部治山課

74 15 縣有林開拓関係書類
伺（縣有林が開拓計画地に編入されたことに伴う
買収令書の受領書及び委任状の提出について）

昭和２６年度
(起)昭26. 7.12
(決)昭26. 7.14
(施)昭26. 7.14

林務部治山課

74 16 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収された縣有
林土地代金を縣歳入として受け入れ）

昭和２６年度
(起)昭26. 9.13
(決)昭26. 9.22

林務部治山課

74 17 縣有林開拓関係書類 縣有貸付林地契約解消の件 昭和２６年度
(起)昭26. 4.16
(決)昭26. 4.18
(施)昭26. 4.18

林務部治山課

74 18 縣有林開拓関係書類
伺（縣有林が開拓計画地に編入されたことに伴う
買収令書の受領書及び委任状の提出について）

昭和２６年度
(起)昭26. 4.10
(決)昭26. 4.16
(施)昭26. 4.16

林務部治山課

74 19 縣有林開拓関係書類 大草山縣有林開拓申請 昭和２３年度
(起)昭23. 9.24
(施)昭23.10.12

林務部治山課

74 20 縣有林開拓関係書類 縣有財産貸付願の件 昭和２２年度
(起)昭22. 4. 1
(施)昭22. 4.22

経済部山林課

74 21 縣有林開拓関係書類 縣有財産貸付願の件 昭和２１年度
(起)昭22. 2.14
(施)昭22. 2.17

経済部山林課

74 22 縣有林開拓関係書類 縣有林被買収林地上権消滅保証金の件 昭和２４年度
(起)昭25. 1.17
(決)昭25. 1.20

林務部治山課

74 23 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収された井川
ほか縣有林の地上権消滅に対する保証金の領収書
発行）

昭和２４年度
(起)昭25. 1. 5
(決)昭25. 1. 6

林務部治山課

74 24 縣有林開拓関係書類 縣基本林地上権消滅損失保証金の件 昭和２４年度
(起)昭24. 8.22
(決)昭24. 9.26
(施)昭24. 9.26

林務部治山課

74 25 縣有林開拓関係書類 縣有林地借用願の件 昭和２５年度 (起)昭25. 5. 6 林務部治山課

74 26 縣有林開拓関係書類 誓約書（縣有林地借用に対する条件厳守） 昭和２５年度 (収)昭25. 4. 5 引佐郡麁玉村
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74 27 縣有林開拓関係書類
上阿多古白野縣模範林内開墾借地申請書に関する
件

昭和２２年度 (収)昭22. 6.21
浜名郡赤佐村駐
在　技術吏員

74 28 縣有林開拓関係書類 縣有林内買収林地除外申請の件 昭和２３年度
(起)昭24. 2.24
(決)昭24. 2.24
(施)昭24. 2.24

林務部治山課

74 29 縣有林開拓関係書類 井川縣有林開拓計画に関する件 昭和２３年度
(起)昭23.10.30
(決)昭23.10.30

林務部治山課

74 30 縣有林開拓関係書類 引佐郡都田村東山地区開拓計画書 昭和２４年度 (収)昭24.10.15 引佐郡都田村

74 31 縣有林開拓関係書類 開拓適地選定基準に関する件 昭和２３年度 (収)昭24. 1.18 農林次官

74 32 縣有林開拓関係書類 縣有林の買収計画に対する異議申立に関する件 昭和２４年度 (収)昭24. 7. 2
引佐郡麁玉村農
地委員会

74 33 縣有林開拓関係書類 縣有林地買収計画に対する異議申出の件 昭和２４年度
(起)昭24. 6.23
(施)昭24. 6.28

林務部治山課

74 34 縣有林開拓関係書類 縣有貸付林地契約解消の件 昭和２４年度
(起)昭24. 4. 1
(施)昭24. 4.15

林務部治山課

74 35 縣有林開拓関係書類 縣有林被買収林地並立木対価の件 昭和２３年度
(起)昭24. 3.23
(決)昭24. 3.31

林務部治山課

74 36 縣有林開拓関係書類
伺（自作農創設特別措置法により買収された赤佐
ほか縣有林地及び立木に対する対価の領収証発
行）

昭和２３年度
(起)昭24. 3.15
(決)昭24. 3.22
(施)昭24. 3.23

林務部治山課

74 37 縣有林開拓関係書類
伺（浜名郡赤佐村ほか縣有林が開拓計画地に編入
されたことに伴う買収令書の受領書及び委任状の
提出について）

昭和２２年度
(起)昭23. 1.21
(決)昭23. 2. 3
(施)昭23. 2. 6

経済部山林課

74 38 縣有林開拓関係書類
伺（安倍郡井川村縣基本林が開拓計画地に編入さ
れたことに伴う買収令書の受領書及び委任状の提
出について）

昭和２２年度
(起)昭22.10. 9
(決)昭22.10.18

経済部山林課

74 39 縣有林開拓関係書類
伺（磐田郡上阿多古村縣模範林が開拓計画地に編
入されたことに伴う買収令書の受領書及び委任状
の提出について）

昭和２２年度
(起)昭23. 2. 6
(決)昭23. 3. 8
(施)昭23. 3. 8

経済部山林課

74 40 縣有林開拓関係書類
伺（引佐郡都田村瀧澤縣有林が開拓計画地に編入
されたことに伴う諸手続の開始について）

昭和２３年度
(起)昭23.11.17
(決)昭23.12. 8
(施)昭23.12.11

林務部治山課

74 41 縣有林開拓関係書類 都田村縣有林内開拓予定地実測に関する件 昭和２２年度 (収)昭23. 2. 4
浜名郡赤佐村駐
在　技師

74 42 縣有林開拓関係書類 縣模範林内開墾地追加貸下申請書に関する件 昭和２１年度 (収)昭22. 3.18
浜名郡赤佐村駐
在　地方技官

74 43 縣有林開拓関係書類 縣有財産借用証書提出の件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.23 引佐郡都田村
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74 44 縣有林開拓関係書類 縣有財産貸付ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20.11.16
(決)昭21. 1.16
(施)昭21. 1.16

経済第二部山林
課

74 45 縣有林開拓関係書類 縣有地借用ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭20.11.24
磐田郡上阿多古
村

74 46 縣有林開拓関係書類 縣有財産貸付ニ関スル件通知 昭和２０年度
(起)昭20.11.22
(施)昭20.11.22

経済第二部山林
課

74 47 縣有林開拓関係書類 縣有林地貸下並立木払下方ノ件依頼 昭和２０年度 (収)昭20.10.16
静岡県帰農対策
本部

74 48 縣有林開拓関係書類 澤口開拓地区拡張について 昭和２５年度 (収)昭25. 6.23 開拓課

74 49 縣有林開拓関係書類
（書簡）（引佐郡麁玉村縣有林の借用についてお
願い）

（個人名）

74 50 縣有林開拓関係書類 縣模範林土地開墾申請に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 9.29
浜名郡赤佐村駐
在　地方技官

74 51 縣有林開拓関係書類 滝澤縣有林未墾地調査報告の件 昭和２４年度 (収)昭24. 7. 2
浜名郡赤佐村駐
在　技師

74 52 縣有林開拓関係書類 橦樹林開墾について 昭和２３年度 (収)昭23. 8. 4
名古屋地方専売
局

74 53 縣有林開拓関係書類 橦樹林地開墾に関する件 昭和２３年度
(起)昭23. 7.20
(決)昭23. 7.22
(施)昭23. 7.24

経済部山林課

74 54 縣有林開拓関係書類 賀茂郡上河津村登尾地区解放方願の件 昭和２２年度
(起)昭22. 7.24
(決)昭22. 7.24

経済部山林課

74 55 縣有林開拓関係書類 縣有財産借入申込書進達 昭和２１年度 (収)昭21. 8.16
賀茂郡稲梓村県
有林駐在　林業
手

74 56 縣有林開拓関係書類 地上権設定契約解除願 昭和２２年度 (収)昭23. 2.21 （個人名）

74 57 縣有林開拓関係書類 損失補償金額決定通知書 昭和２５年度 (施)昭25.12. 5 静岡県

74 58 縣有林開拓関係書類 開墾予定地編入された森林面積調 昭和２３年度 (起)昭23.10. 2 静岡県

74 59 縣有林開拓関係書類 縣有林借入地増反借入申請の件 昭和２２年度 (施)昭22. 6.20
磐田郡上阿多古
村

74 60 縣有林開拓関係書類 河津縣有林材伐採跡地借入申込箇所位置図 （不詳）

75 1
免許漁業原簿（定置漁業之部）
（４冊の１）

免許漁業原簿（定置漁業之部）
明治３６年度

～
明治４４年度

林業・水産部水
産課
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76 1
免許漁業原簿（定置漁業之部）
（４冊の２）

免許漁業原簿（定置漁業之部）
明治４４年度

～
大正　８年度

林業・水産部水
産課

77 1
免許漁業原簿第２号（定置漁業之
部）（４冊の３）

免許漁業原簿第２号（定置漁業之部）
大正　９年度

～
昭和１０年度

林業・水産部水
産課

78 1
免許漁業原簿第３号（定置漁業之
部）（４冊の４）

免許漁業原簿第３号（定置漁業之部）
昭和１０年度

～
昭和２３年度

林業・水産部水
産課

79 1
免許漁業原簿（特別魚業之部）
（５冊の１）

免許漁業原簿（特別魚業之部）
明治３６年度

～
明治４０年度

林業・水産部水
産課

80 1
免許漁業原簿（特別漁業之部）
（５冊の２）

免許漁業原簿（特別漁業之部）
明治４０年度

～
明治４４年度

林業・水産部水
産課

81 1
免許漁業原簿（特別漁業之部）
（５冊の３）

免許漁業原簿（特別漁業之部）
明治４４年度

～
大正１３年度

林業・水産部水
産課

82 1
免許漁業原簿（特別漁業之部）
（５冊の４）

免許漁業原簿（特別漁業之部）
大正１３年度

～
昭和１０年度

林業・水産部水
産課

83 1
免許漁業原簿（特別漁業之部）第
参号（５冊の５）

免許漁業原簿（特別漁業之部）
昭和１０年度

～
昭和２３年度

林業・水産部水
産課

84 1
免許漁業原簿（区画漁業之部）
（２冊の１）

免許漁業原簿（区画漁業之部）
明治４４年度

～
昭和２３年度

林業・水産部水
産課

85 1
免許漁業原簿第二号（区画漁業之
部）（２冊の２）

免許漁業原簿第２号（区画漁業之部）
昭和１９年度

～
昭和２３年度

林業・水産部水
産課

86 1
漁場図綴込帳（定置漁業之部　第
壹冊　乙）

漁場図綴込帳（定置漁業之部　第壱冊　乙）
明治４４年度

～
大正　７年度

内務部第三課

87 1
漁場図綴込帳（定置漁業之部　第
壹冊　丙）

漁場図綴込帳（定置漁業之部　第壱冊　丙）
明治３７年度

～
昭和　２年度

内務部第三課

88 1 静岡縣下定置漁業図 静岡縣下定置漁業図 昭和１０年度
（主管）林業・
水産部水産課 ○

89 1 第一期森林治水事業工事台帳 第一期森林治水事業工事台帳
明治４４年度

～
昭和１１年度

（主管）農林水
産部治山室

90 1 第二期森林治水事業工事台帳 第二期森林治水事業工事台帳
昭和１２年度

～
昭和２１年度

（主管）農林水
産部治山室

91 1
明治44年以降　荒廃地復旧事業施
行個所流域別調（自明治44年、至
大正８年）

明治44年以降　荒廃地復旧事業施行個所流域別調
（自明治44年、至大正８年）

大正　９年度 (収)大 9.10.21 内務部第三課

92 1
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

浜名郡吉津村、白須賀町荒廃復旧事業成績調書 大正１１年度 内務部山林課 ○

92 2
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

浜名郡吉津村、白須賀町荒廃地要施業地、既施業
地位置図

大正１１年度 内務部山林課 ○
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92 3
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

小笠郡土方、大阪、大淵成績調 大正１０年度 内務部山林課 ○

92 4
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

千代田村荒廃地復旧事業成績調書 大正１１年度 内務部山林課 ○

92 5
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

原泉村荒廃地復旧工事成績実査調書 大正１１年度 内務部山林課 ○

92 6
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

復命書（志太郡和田村、小笠郡土方村ほか荒廃地
復旧工事施行地水害調査）

大正１１年度 (施)大11. 9. 5 農林技手 ○

92 7
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

保安林被害地実査調査 大正１１年度 (施)大11. 9.21 審査員 ○

92 8
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

書簡（豪雨出水による小笠郡川野村保安林相草村
被害に関する連絡文書）

大正１１年度 (施)大11. 9.  
小笠郡川野村相
草村組合 ○

92 9
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

保安林被害報告（小笠郡川野村相草村） 大正１１年度 (収)大11. 9. 6
小笠郡川野村相
草村組合長 ○

92 10
荒廃地復旧事業成績調（復命書
綴）

復命書（小笠郡坂部村ほか水害調査） 大正１１年度 (施)大11. 9.19 農林技手 ○

93 1
荒廃林地復旧工事台帳（庵原郡蒲
原町駐在）

荒廃林地復旧工事台帳（庵原郡蒲原町駐在）
大正１２年度

～
昭和１７年度

（主管）農林水
産部治山室

94 1
昭和６年度以降荒廃林地復旧工事
台帳（田方郡北狩野村駐在）

昭和６年度以降荒廃林地復旧工事台帳（田方郡北
狩野村駐在）

大正１３年度
～

昭和１７年度

（主管）農林水
産部治山室

95 1
昭和12年災害荒廃林地復旧事業工
事台帳

昭和12年災害荒廃林地復旧事業工事台帳
昭和１２年度

～
昭和１５年度

（主管）農林水
産部治山室

96 1
昭和13年災害荒廃林地復旧事業工
事台帳

昭和13年災害荒廃林地復旧事業工事台帳
昭和１３年度

～
昭和１９年度

（主管）農林水
産部治山室

97 1
昭和15年災害荒廃地復旧事業工事
台帳

昭和15年災害荒廃地復旧事業工事台帳
昭和１５年度

～
昭和１８年度

（主管）農林水
産部治山室

98 1
昭和16年災害荒廃地復旧事業工事
台帳

昭和16年災害荒廃地復旧事業工事台帳
昭和１６年度

～
昭和２０年度

（主管）農林水
産部治山室

99 1 防風林造成事業補助台帳 防風林造成事業補助台帳
昭和１２年度

～
昭和１７年度

（主管）農林水
産部治山室

100 1
遊水林造成・崩壊予防施設・水害
防備林造成事業工事台帳

遊水林造成・崩壊予防施設・水害防備林造成事業
工事台帳

昭和１２年度
～

昭和１９年度

（主管）農林水
産部治山室

101 1
昭和17年～21年度治山事業治山台
帳

昭和17年～21年度治山事業治山台帳
昭和１６年度

～
昭和２１年度

（主管）農林水
産部治山室

102 1 昭和24年度以降治山工事台帳 昭和24年度以降治山工事台帳
昭和１７年度

～
昭和２４年度

（主管）農林水
産部治山室
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103 1 清水港埋立処分関係綴 名古屋港及び四日市港視察復命書 大正１４年度 (起)大15. 3.18 内務部地方課 ○

103 2 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地処分特別会計参考書改定の件 大正１５年度
(起)大15. 4. 9
(決)大15. 5.18

内務部地方課 ○

103 3 清水港埋立処分関係綴 縣有埋立地区画に関する件 大正１５年度
(起)大15. 9. 9
(施)大15. 9.20

内務部庶務課 ○

103 4 清水港埋立処分関係綴 縣有地処分に関する件 大正１５年度
(起)大15. 9. 7
(施)大15. 9. 9

内務部庶務課 ○

103 5 清水港埋立処分関係綴 縣有地処分に関する件 大正１５年度
(起)大15. 8.11
(施)大15. 8.11

内務部庶務課 ○

103 6 清水港埋立処分関係綴 縣有地処分に関する件 大正１５年度
(起)大15. 9. 7
(施)大15. 9. 9

内務部庶務課 ○

103 7 清水港埋立処分関係綴 縣有埋立地貸付料金に関する件通知 大正１５年度
(起)大15.11.20
(施)大15.12. 4

内務部庶務課 ○

103 8 清水港埋立処分関係綴 保証金の納付と契約書の供覧 大正１５年度 (起)大15.11.20 内務部庶務課 ○

103 9 清水港埋立処分関係綴 土地売却契約締結に関する件　回答 大正１５年度
(起)大15.11. 5
(施)大15.11. 8

内務部庶務課 ○

103 10 清水港埋立処分関係綴 保証金の納付と契約書の供覧 大正１５年度 (起)大15. 9.30 内務部庶務課 ○

103 11 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地売却の件　伺 大正１５年度
(起)大15. 9. 9
(施)大15. 9.29

内務部庶務課 ○

103 12 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地売却の件 大正１５年度
(起)大15. 4. 9
(決)大15. 5.18

内務部地方課 ○

103 13 清水港埋立処分関係綴 清水製油工場敷地払下に関し陳情 大正１４年度 鈴木合名会社 ○

103 14 清水港埋立処分関係綴 答申書 大正１４年度 (収)大14.11.13 鈴木合名会社 ○

103 15 清水港埋立処分関係綴 縣有埋立地払下願 大正１４年度 (収)大14.12. 5 （個人名）外 ○

103 16 清水港埋立処分関係綴 縣有地払下願 大正１５年度 (収)大15. 4. 8
静岡県茶業組合
連合会議所 ○

103 17 清水港埋立処分関係綴 借用地払下願 大正１５年度 (収)大15. 4. 7
清水倉庫株式会
社 ○

103 18 清水港埋立処分関係綴 縣有土地売却ノ義ニ付伺 大正１４年度 (起)大14.10.24 内務部地方課 ○

57 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

103 19 清水港埋立処分関係綴 縣有旧埋立地ノ売却予定価格ノ設定伺 大正１４年度
(起)大14.10.12
(決)大14.10.12

内務部地方課 ○

103 20 清水港埋立処分関係綴 清水港縣有地ニ関スル件 大正１４年度
(起)大14.11. 6
(施)大14.11. 6

内務部地方課 ○

103 21 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立縣有地ニ関スル件 大正１４年度
(起)大14.11. 1
(施)大14.11.21

内務部地方課 ○

103 22 清水港埋立処分関係綴 電報 大正１４年度
(起)大14.11.11
(施)大14.11.11

内務部地方課 ○

103 23 清水港埋立処分関係綴 縣有土地払下代金納付ニ関シ御願 大正１４年度 (収)大14.11.10 鈴木合名会社 ○

103 24 清水港埋立処分関係綴 電報 大正１４年度 (収)大14.11.11 （個人名） ○

103 25 清水港埋立処分関係綴 縣有地御払下願 大正　８年度 (収)大 9. 2.28
合名会社　鈴木
商店 ○

103 26 清水港埋立処分関係綴 土地払下御願 大正１４年度 (収)大14.  .  鈴木合名会社 ○

103 27 清水港埋立処分関係綴 縣有地御払下願 大正１４年度 (収)大14. 5.29
静岡県茶業組合
連合会議所 ○

103 28 清水港埋立処分関係綴 縣有地払下の件 大正１４年度 (収)大14. 9.22
清水倉庫株式会
社 ○

103 29 清水港埋立処分関係綴 縣有埋立地払下願 大正１４年度 (収)大14. 9.10 （個人名）外 ○

103 30 清水港埋立処分関係綴 土地払下御願書 大正１４年度 (収)大14.10.26
東海石炭株式会
社 ○

103 31 清水港埋立処分関係綴 土地払下願
豊田商事株式会
社 ○

103 32 清水港埋立処分関係綴 縣有地売払ニ関スル御願 大正１４年度 (収)大14. 8.27 （個人名）外 ○

103 33 清水港埋立処分関係綴 縣有地特買方ニ付キ申請 大正１４年度 (収)大14. 9.  （個人名） ○

103 34 清水港埋立処分関係綴 縣有地払下ニ関スル件　照会 大正１４年度
(起)大14. 8.19
(施)大14. 8.20

内務部地方課 ○

103 35 清水港埋立処分関係綴 清水市、勧業銀行、静岡電力への土地価格調査 大正１４年度 (起)大14.11.11 内務部地方課 ○

103 36 清水港埋立処分関係綴 払下土地所有権移転名義に関する件 昭和　２年度
(起)昭 2. 6.11
(施)昭 2. 6.15

内務部庶務課 ○
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103 37 清水港埋立処分関係綴 縣有払下土地名義変更ニ関シ御願 大正１５年度 (収)大15. 9.30
鈴木合名会社、
豊年製油株式会
社

○

103 38 清水港埋立処分関係綴 払下土地所有権移転名義に関する件 昭和　２年度
(起)昭 2. 5.17
(施)昭 2. 5.26

庶務課 ○

103 39 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地処分特別会計参考書改定の件 昭和　２年度
(起)昭 2. 6. 3
(決)昭 2. 6.17

庶務課 ○

103 40 清水港埋立処分関係綴 払下土地所有権移転名義に関する件 昭和　２年度
(起)昭 2. 6.20
(施)昭 2. 6.21

庶務課 ○

103 41 清水港埋立処分関係綴 縣有土地払下名義変更ニ関スル件 昭和　３年度
(起)昭 3. 8.10
(施)昭 3. 8.16

庶務課 ○

103 42 清水港埋立処分関係綴 縣有土地売却契約名義人変更ノ件 昭和　３年度
(起)昭 3. 9.11
(施)昭 3. 9.14

庶務課 ○

103 43 清水港埋立処分関係綴
縣有土地（清水港埋立地旧税関用地）有租地成届
提出ノ件

昭和　３年度
(起)昭 3. 9.26
(施)昭 3. 9.27

庶務課 ○

103 44 清水港埋立処分関係綴
縣有地（清水港埋立地旧税関用地）売却契約書ノ
件

昭和　３年度
(起)昭 3. 9.25
(施)昭 3. 9.25

庶務課 ○

103 45 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地（旧税関用地）売却の件 昭和　３年度
(起)昭 3. 9.20
(施)昭 3. 9.21

庶務課 ○

103 46 清水港埋立処分関係綴 伺（旧税関用地の売渡価格について） 昭和　３年度
(起)昭 3. 8.14
(施)昭 3. 8.14

庶務課 ○

103 47 清水港埋立処分関係綴 縣有土地使用ニ関スル件 昭和　３年度 (起)昭 3. 7. 5 庶務課 ○

103 48 清水港埋立処分関係綴 有租地成届提出方の件 昭和　２年度 (収)昭 2. 9.15 静岡税務署 ○

103 49 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与契約書送付の件 昭和　２年度 (収)昭 2. 6. 8 静岡税務署 ○

103 50 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与契約書の件　回答 昭和　２年度
(起)昭 2. 5.24
(施)昭 2. 6. 1

庶務課 ○

103 51 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件　照会 昭和　２年度
(起)昭 2. 5. 2
(施)昭 2. 5. 6

庶務課 ○

103 52 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件　回答 大正１５年度
(起)大15.11. 6
(施)大15.11.10

庶務課 ○

103 53 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件　回答 大正１５年度
(起)大15. 9.25
(施)大15.10. 2

庶務課 ○

103 54 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件　照会 大正１５年度
(起)大15. 9. 7
(施)大15. 9. 7

庶務課 ○
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103 55 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件 大正１５年度
(起)大15. 7.17
(決)大15. 7.22
(施)大15. 7.22

庶務課 ○

103 56 清水港埋立処分関係綴 縣参事会議案伺 大正１５年度 (起)大15. 7.15 庶務課 ○

103 57 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与に関する件 大正１５年度 (収)大15. 7. 6
名古屋税務監督
局 ○

103 58 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与に関する件 大正１５年度 (収)大15. 5.12
名古屋税務監督
局 ○

103 59 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件 大正１５年度
(起)大15. 5. 8
(施)大15. 5. 8

地方課 ○

103 60 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件 大正１５年度
(起)大15. 4. 6
(施)大15. 4. 7

地方課 ○

103 61 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件 大正１４年度
(起)大15. 2.10
(施)大15. 2.12

地方課 ○

103 62 清水港埋立処分関係綴 雑種財産譲与申請に関する件 大正１４年度 (収)大15. 1. 7
名古屋税務監督
局 ○

103 63 清水港埋立処分関係綴 国有土地無償譲与の義に付き申請 大正１４年度
(起)大14.12. 3
(施)大14.12. 8

地方課 ○

103 64 清水港埋立処分関係綴 税関用地無償譲与に関する件 大正１４年度
(起)大14.11. 5
(施)大14.11.12

地方課 ○

103 65 清水港埋立処分関係綴 土地使用に関する件　照会 昭和　２年度
(起)昭 2. 7.12
(施)昭 2. 7.22

庶務課 ○

103 66 清水港埋立処分関係綴 縣有埋立地の売却 大正１５年度
(起)大15. 9.29
(決)大15.10. 5

庶務課 ○

103 67 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地処分に関する件　通知 大正１５年度
(起)大15. 8.20
(決)大15. 9.21
(施)大15. 9.29

庶務課 ○

103 68 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地処分の件 大正１５年度
(起)大15. 4. 9
(決)大15. 5.18

地方課 ○

103 69 清水港埋立処分関係綴 埋立土地払下願 大正１５年度 (収)大15. 4.13 （個人名） ○

103 70 清水港埋立処分関係綴 清水港貝島埋立地払下の件 昭和　４年度 (収)昭 4. 4.26
日本石油株式会
社 ○

103 71 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地（貝島）売却に関する件 昭和　４年度
(起)昭 4. 4.16
(施)昭 4. 4.23

庶務課 ○

103 72 清水港埋立処分関係綴 復命書 昭和　４年度 (起)昭 4. 4.13 庶務課 ○
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103 73 清水港埋立処分関係綴 縣有地（清水市貝島地先埋立地）売却ニ関スル件 昭和　３年度
(起)昭 4. 3.26
(決)昭 4. 3.29

庶務課 ○

103 74 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地（貝島）売買契約の件 昭和　３年度
(起)昭 4. 3.18
(決)昭 4. 3.20
(施)昭 4. 3.20

庶務課 ○

103 75 清水港埋立処分関係綴 御願書 昭和　３年度 (収)昭 3. 6.19 （個人名） ○

103 76 清水港埋立処分関係綴 縣有土地払下名義人変更ニ関スル件 昭和　４年度
(起)昭 4. 5. 2
(決)昭 4. 5.10
(施)昭 4. 5.10

庶務課 ○

103 77 清水港埋立処分関係綴 新開免租年期申請の件 昭和　４年度 (収)昭 4. 9. 7 静岡税務署 ○

103 78 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地新開免租年期申請に関する件 昭和　４年度 (起)昭 4. 9.10 庶務課 ○

103 79 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地新開免祖年期申請の件 昭和　４年度
(起)昭 4. 5.30
(施)昭 4. 6. 3

地方課 ○

103 80 清水港埋立処分関係綴 公有水面埋立成功地ニ関スル件 昭和　４年度 (収)昭 4. 5.29 内務部土木課 ○

103 81 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地新開免祖年期申請の件 昭和　３年度
(起)昭 4. 1.11
(決)昭 4. 1.17
(施)昭 4. 1.17

庶務課 ○

103 82 清水港埋立処分関係綴 新開免祖年期申請 昭和　３年度 (収)昭 4. 1.17 静岡県 ○

103 83 清水港埋立処分関係綴 新開免祖年期申請の件 昭和　４年度 (収)昭 5. 3.22 静岡税務署 ○

103 84 清水港埋立処分関係綴 公有水面埋立成功地に関する件 昭和　４年度 (収)昭 5. 2. 4 静岡県土木課 ○

103 85 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地分筆の件　伺 昭和　５年度
(起)昭 5. 4.21
(決)昭 5. 4.22
(施)昭 5. 4.22

庶務課 ○

103 86 清水港埋立処分関係綴
清水港埋立地売却代年賦金繰上払込に関する件　
伺

昭和　４年度
(起)昭 5. 3. 7
(決)昭 5. 3.13
(施)昭 5. 3.14

庶務課 ○

103 87 清水港埋立処分関係綴
清水港埋立地売却代年賦金繰上払込に関する件　
伺

昭和　４年度
(起)昭 5. 3.18
(決)昭 5. 3.24
(施)昭 5. 3.24

庶務課 ○

103 88 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地分筆並びに保存登記に関する件 昭和　５年度
(起)昭 5. 3.31
(決)昭 5. 4. 7
(施)昭 5. 4.10

庶務課 ○

103 89 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立土地所有権保存並びに移転登記の件 昭和　５年度 (収)昭 5. 5. 3 清水港務所 ○

103 90 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地所有権保存並びに移転登記の件　伺 昭和　５年度
(起)昭 5. 4.24
(決)昭 5. 4.25
(施)昭 5. 4.25

庶務課 ○
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103 91 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地分筆坪数の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 5.12
(決)昭 5. 5.13
(施)昭 5. 5.13

庶務課 ○

103 92 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地（売却地）保存登記の件　伺 昭和　６年度
(起)昭 6. 5.14
(決)昭 6. 5.14
(施)昭 6. 5.14

庶務課 ○

103 93 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地（売却地）所有権移転登記の件 昭和　６年度
(起)昭 6. 5.14
(決)昭 6. 5.14
(施)昭 6. 5.14

庶務課 ○

103 94 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地土地表示更生の件　伺 昭和　６年度
(起)昭 6. 5.16
(決)昭 6. 5.18

庶務課 ○

103 95 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地分筆登記申請の件　伺 昭和　６年度
(起)昭 6. 5.18
(決)昭 6. 5.19

庶務課 ○

103 96 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地土地台帳謄本下付願の件　伺 昭和　６年度 (起)昭 6. 5.19 庶務課 ○

103 97 清水港埋立処分関係綴 土地売却契約書更訂の件 昭和　６年度 (収)昭 6. 5.12 （個人名） ○

103 98 清水港埋立処分関係綴 土地売却契約書更訂の件 昭和　６年度
(起)昭 6. 5. 1
(決)昭 6. 5. 4
(施)昭 6. 5. 4

庶務課 ○

103 99 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地売却代年賦金繰上払込ニ関スル件 昭和　６年度
(起)昭 6. 3.31
(施)昭 6. 4. 1

庶務課 ○

103 100 清水港埋立処分関係綴 埋立地反別訂正方の件 昭和　６年度
(起)昭 6. 4.17
(施)昭 6. 4.22

庶務課 ○

103 101 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地処分に関する件 昭和　６年度
(起)昭 6. 4.16
(決)昭 6. 4.18
(施)昭 6. 4.18

庶務課 ○

103 102 清水港埋立処分関係綴 埋立地分筆届の件　伺 昭和　６年度
(起)昭 6. 4.30
(決)昭 6. 5. 4
(施)昭 6. 5. 4

庶務課 ○

103 103 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地所有権移転登記ノ件　伺 昭和　６年度
(起)昭 6. 5.18
(決)昭 6. 5.25

庶務課 ○

103 104 清水港埋立処分関係綴 縣有埋立地所有権移転登記ニ関スル件 昭和　６年度
(起)昭 6. 5. 1
(決)昭 6. 5. 4
(施)昭 6. 5. 4

庶務課 ○

103 105 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地所有権移転登記に関する件 昭和　６年度 (収)昭 6.12.18 清水港務所 ○

103 106 清水港埋立処分関係綴 清水港埋立地所有権移転登記の件 昭和　６年度
(起)昭 6.12. 4
(決)昭 6.12. 4
(施)昭 6.12. 4

庶務課 ○

103 107 清水港埋立処分関係綴 公有水面埋立成功地に関する件 昭和　６年度
(起)昭 7. 2.18
(決)昭 7. 2.18

土木課 ○

103 108 清水港埋立処分関係綴 土地売買契約書 昭和　９年度 (施)昭 9. 4.17 静岡県 ○
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104 1 沼津市島郷御料地解放関係綴
沼津市島郷開放御料地（大蔵省所管普通財産）払
下について

昭和２６年度
(起)昭26. 8.28
(決)昭26. 9.22
(施)昭26. 9.22

庶務課 ○

104 2 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津市御料地無償使用について 昭和２５年度
(起)昭25. 8. 8
(決)昭25. 8.31
(施)昭25. 8.31

庶務課 ○

104 3 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津御料地について 昭和２４年度
(起)昭24.11.21
(決)昭24.12. 1
(施)昭24.12. 5

庶務課 ○

104 4 沼津市島郷御料地解放関係綴 開放御料地の払下価格について 昭和２４年度
(起)昭24.10.20
(施)昭24.10.25

庶務課 ○

104 5 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２４年度 (起)昭24. 7.17 庶務課 ○

104 6 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２４年度 (起)昭24. 8.17 庶務課 ○

104 7 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津御料地について 昭和２４年度 (収)昭24. 8.13
大蔵省名古屋財
務部 ○

104 8 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津御料地払下価格について 昭和２４年度
(起)昭24. 8. 6
(施)昭24. 8. 8

庶務課 ○

104 9 沼津市島郷御料地解放関係綴 開放御料地の評価について 昭和２４年度 (収)昭24. 8. 5
神奈川県総務部
長 ○

104 10 沼津市島郷御料地解放関係綴 開放御料地の評価について 昭和２４年度 (起)昭24. 8. 3 経理課 ○

104 11 沼津市島郷御料地解放関係綴 開放御料地の評価について 昭和２４年度
(起)昭24. 7. 4
(施)昭24. 7. 5

庶務課 ○

104 12 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２４年度 (起)昭24. 6.20 庶務課 ○

104 13 沼津市島郷御料地解放関係綴 物納財産の処理について 昭和２４年度 (収)昭24. 5.16 庶務課 ○

104 14 沼津市島郷御料地解放関係綴 物納財産の処理について 昭和２４年度 (起)昭24. 4.12 庶務課 ○

104 15 沼津市島郷御料地解放関係綴 物納財産の処理について 昭和２３年度 (収)昭24. 3.22 名古屋財務局 ○

104 16 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２１年度 (収)昭21. 6.26 経理課 ○

104 17 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２１年度
(起)昭21. 6.26
(決)昭21. 6.26

沼津土木出張所 ○

104 18 沼津市島郷御料地解放関係綴 不用存置御料地払下申請 昭和２１年度
(起)昭21. 6.29
(施)昭21. 7. 2

庶務課 ○
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104 19 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２１年度 (起)昭21. 6.22 経理課外 ○

104 20 沼津市島郷御料地解放関係綴 御料地払下の件 昭和２１年度
(起)昭21. 7.25
(施)昭21. 7.25

経理課 ○

104 21 沼津市島郷御料地解放関係綴 開放御料地使用に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 8. 1 地方局 ○

104 22 沼津市島郷御料地解放関係綴 開放御料地使用に関する件 昭和２１年度
(起)昭21. 8. 5
(決)昭21. 8. 5
(施)昭21. 8. 5

経理課 ○

104 23 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津御用邸隣接不用地使用に関する件（報告書） 昭和２１年度
(起)昭21. 8.28
(決)昭21. 8.29

帝室林野局沼津
出張所 ○

104 24 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津御用邸隣接不用地使用に関する件（報告書） 昭和２１年度
(起)昭21. 8.29
(決)昭21. 8.29

静岡地方帝室林
野局 ○

104 25 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津御用邸の一部開放御料地使用に関する件 昭和２１年度
(起)昭21. 9. 2
(決)昭21. 9. 5

経理課 ○

104 26 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２１年度
(起)昭21. 9.14
(決)昭21. 9.  

経理課 ○

104 27 沼津市島郷御料地解放関係綴 電話照会 昭和２１年度 (収)昭21. 9.20
内務省地方局総
務課 ○

104 28 沼津市島郷御料地解放関係綴 電話照会 昭和２１年度 (収)昭21. 9.19
内務省地方局総
務課 ○

104 29 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２１年度
(起)昭21. 9.22
(決)昭21. 9.25

経理課 ○

104 30 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２１年度
(起)昭21. 9.30
(決)昭21.10. 1

経理課 ○

104 31 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津市島郷御料地の一部使用承認の件 昭和２１年度
(起)昭21.10. 7
(決)昭21.10.14
(施)昭21.10.15

経理課 ○

104 32 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津市島郷御料地の一部使用承認の件 昭和２１年度 (収)昭21.10. 7 帝室林野局 ○

104 33 沼津市島郷御料地解放関係綴
沼津市島郷使用承認に係る御料地区域実地指示方
の件

昭和２１年度
(起)昭21.11. 8
(施)昭21.11.18

経理課 ○

104 34 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津市島郷御料地の一部使用承認の件 昭和２１年度 (収)昭21.11.29
静岡地方帝室林
野局 ○

104 35 沼津市島郷御料地解放関係綴 復命書 昭和２１年度 (起)昭21.11.30 経理課 ○

104 36 沼津市島郷御料地解放関係綴
沼津市島郷（御料地）使用承認に係る区域実測測
量について

昭和２１年度
(起)昭21.11.30
(施)昭21.12. 6

経理課 ○
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104 37 沼津市島郷御料地解放関係綴 沼津市島郷御料地の件 昭和２３年度
(起)昭24. 2. 8
(決)昭24. 2.26

経理課 ○

104 38 沼津市島郷御料地解放関係綴
沼津市島郷御料地（沼津御用邸用地一部）一部使
用承認について

昭和２３年度
(起)昭24. 2.28
(決)昭24. 3. 1

経理課 ○

105 1 静岡県気象災害誌 静岡県気象災害誌（1900－1968） 昭和４４年度
静岡県、静岡地
方気象台 ○

105 2 静岡県気象災害誌 静岡県気象災害誌　続１（1963－1964） 昭和４０年度
静岡県、静岡地
方気象台 ○

106 1 ＜書籍＞水利権　発行：松山房 水利権 昭和　８年度
東京都　松山房　
発行 ○

107 1 太田川・原野谷川改修沿革誌 太田川・原野谷川改修沿革誌 昭和１１年度
太田川・原野谷
川水害予防組合 ○

108 1 明治維新以降土地ニ関スル法令集 明治維新以降土地ニ関スル法令集 昭和１１年度
（主管）土木部
河川課 ○

109 1 河川関係法令例規集 河川関係法令例規集 昭和２６年度 日本河川協会 ○

110 1 道路及び河川管理事務必携 道路及び河川管理事務必携 昭和３６年度 土木部 ○

111 1
建設省新河川法研究会編　逐条河
川法

建設省新河川法研究会編　逐条河川法 昭和４１年度 (発)昭41. 9.30

建設省新河川法
研究会編、
（株）港出版社
発行

○

112 1
建設省河川局編　河川法資料集　
第一集

建設省河川局編　河川法資料集　第一集 昭和４０年度 (発)昭41. 3.30
建設省河川局
編、日本河川協
会発行

○

113 1
昭和19年度以降砂防指定地編入調
書（下田土木管内）

昭和19年度以降砂防指定地編入調書（下田土木管
内）

昭和４３年度 (起)昭43. 4.16 土木部砂防課

114 1
昭和19年度以降砂防指定地編入調
書（沼津・熱海土木管内）

昭和19年度以降砂防指定地編入調書（沼津・熱海
土木管内）

昭和４３年度
(起)昭43.10.30
(決)昭43.11. 5
(施)昭43.11. 5

土木部砂防課

115 1
昭和19年度以降砂防指定地編入調
書（富士・静岡土木管内）

昭和19年度以降砂防指定地編入調書（富士・静岡
土木管内）

昭和４３年度 土木部砂防課

116 1
昭和19年度以降砂防指定地編入調
書（静岡土木管内）

昭和19年度以降砂防指定地編入調書（静岡土木管
内）

昭和４３年度 土木部砂防課

117 1
昭和19年度以降砂防指定地編入調
書（島田土木管内）

昭和19年度以降砂防指定地編入調書（島田土木管
内）

昭和４３年度 土木部砂防課

118 1
昭和19年度以降砂防指定地編入調
書（天竜・浜松土木管内）

昭和19年度以降砂防指定地編入調書（天竜・浜松
土木管内）

昭和４３年度
(起)昭43. 4.11
(決)昭43. 4.15
(施)昭43. 4.16

土木部砂防課

119 1
官報都市計画審議会－関係都市計
画公告

官報　大正14年３月27日付より昭和35年12月27日
付第10207号まで221件

大正１４年度
～

昭和３５年度

都市住宅部都市
計画課 ○
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120 1
官報都市計画審議会－都市計画概
要

大正12年５月29日勅令第267号指定から昭和29年
２月19日建設省静計第10号まで

大正１２年度
～

昭和２８年度

都市住宅部都市
計画課 ○

121 1 浜松市区画整理公園（１）
浜松都市計画緑地及び同事業並びに其の執行年度
決定の件

昭和２０年度
(起)昭20. 6.19
(施)昭20. 6.25

土木部経理課 ○

121 2 浜松市区画整理公園（１）
浜松都市計画緑地及び同事業並びに其の執行年度
決定方の件

昭和１９年度
(起)昭19. 9. 8
(決)昭19.10.13
(施)昭19.10.31

土木部都市計画
課 ○

121 3 浜松市区画整理公園（１） 浜松都市計画公園追加の件内申 昭和２３年度 (収)昭23. 4.24 浜松市長 ○

121 4 浜松市区画整理公園（１） 浜松特別都市計画公園変更について 昭和２９年度
(起)昭29.10.24
(決)昭29.11.20
(施)昭29.11.20

土木部計画観光
課 ○

121 5 浜松市区画整理公園（１） 浜松都市計画公園追加変更について 昭和３３年度
(起)昭33. 7.21
(決)昭33. 7.22
(施)昭33. 7.22

土木部計画課 ○

121 6 浜松市区画整理公園（１）
浜松特別都市計画公園及び墓苑決定並びに都市計
画風致地区変更の件

昭和２３年度 (施)昭24. 2.12
土木部都市計画
課 ○

122 1
静岡都市計画地方審議会　浜松市
地域地区

都市計画法第３条の規定によって別紙図面表示の
ように浜松都市計画地域変更について審議会の審
議に付する

昭和２５年度 (収)昭26. 1.27 建設省 ○

122 2
静岡都市計画地方審議会　浜松市
地域地区

濱松都市計画地域及ビ変更ニツイテ 昭和２５年度
(起)昭25.12.18
(施)昭25.12.18

都市住宅部都市
計画課 ○

122 3
静岡都市計画地方審議会　浜松市
地域地区

濱松市都市計画地域変更並ビニ指定ニツキ内申 昭和２５年度 (収)昭25.11.30 浜松市長 ○

122 4
静岡都市計画地方審議会　浜松市
地域地区

濱松市都市計画地域変更並ビニ指定ニツキ内申 昭和２５年度 (収)昭25.11.28 浜名郡可美村長 ○

122 5
静岡都市計画地方審議会　浜松市
地域地区

濱松都市計画用途地域ノ変更ニツイテ 昭和３７年度 (起)昭37.12. 6 土木部計画課 ○

122 6
静岡都市計画地方審議会　浜松市
地域地区

浜松都市計画用途地域の［変更］指定について
（内申）

昭和３７年度 (収)昭37.12. 6 浜松市長 ○

122 7
静岡都市計画地方審議会　浜松市
地域地区

浜松都市計画用途地域の（変更）指定について
（内申）

昭和３７年度 (収)昭37.12. 8 浜名郡可美村長 ○

123 1
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

中泉町中部土地区画整理組合設立認可ノ件 昭和１２年度 (起)昭12. 8.14
総務部都市計画
課

123 2
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

（中泉町）中部土地区画整理組合設立認可申請 昭和１２年度
(起)昭12. 5.29
(施)昭12. 7.20

総務部都市計画
課

123 3
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

中泉町中部土地区画整理設計書交付ノ件 昭和１２年度
(起)昭12. 4.13
(施)昭12. 4.15

総務部都市計画
課

123 4
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

土地区画整理施行二関スル件 昭和１１年度
(起)昭11.12. 9
(施)昭11.12.11

総務部都市計画
課
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123 5
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

土地区画整理設計交付ノ件 昭和１０年度
(起)昭10. 9. 3
(施)昭10. 9.12

総務部都市計画
課

123 6
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和12年11月29日申請組合長及組合副長選任ノ件
認可ス

昭和１２年度
(起)昭13. 1. 6
(施)昭13. 1.26

総務部都市計画
課

123 7
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和16年３月３日付申請組合長及組合副長選任ノ
件認可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 5. 8
(施)昭16. 5.12

土木部都市計画
課

123 8
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和16年５月４日付申請土地区画整理組合設計変
更ノ件認可ス

昭和１７年度
(起)昭17. 5.18
(施)昭17. 5.18

土木部都市計画
課

123 9
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和19年10月12日申請組合長並ニ組合副長選任ノ
件認可ス

昭和１９年度
(起)昭19.10.16
(施)昭19.10.18

土木部都市計画
課

123 10
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和20年２月８日申請換地処分ノ件認可ス 昭和２０年度
(起)昭20.10.25
(施)昭20.10.26

土木部都市計画
課

123 11
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

字区域変更実施ノ件通牒 昭和２０年度
(起)昭20.10.20
(施)昭20.10.27

土木部都市計画
課

123 12
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

字区域変更諮問ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 8. 9
(施)昭18. 8.18

土木部都市計画
課

123 13
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和21年３月30日申請換地処分更正ノ件認可ス 昭和２１年度
(起)昭21. 4.15
(施)昭21. 4.20

土木部都市計画
課

123 14
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和21年６月29日申請換地処分更正ノ件認可スル 昭和２１年度
(起)昭21. 7. 4
(施)昭21. 7. 9

土木部都市計画
課

123 15
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

中泉町中部土地区画整理組合換地処分更正認可書 昭和２１年度
(起)昭21. 7.20
(施)昭21. 7.23

土木部都市計画
課

123 16
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和22年12月８日申請ノ組合長並ニ組合副長選任
ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22.12.18
(施)昭22.12.23

土木部経理課

123 17
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

昭和23年３月20日申請ノ土地区画整理事業引継ノ
件認可スル

昭和２３年度
(起)昭23. 4. 1
(決)昭23. 4. 7
(施)昭23. 4. 7

土木部経理課

123 18
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
中部土地区画整理組合）

土地区画整理組合引継並に解散の件（県公報登
載）

昭和２３年度 (起)昭23. 6.28
土木部都市計画
課

124 1
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

中泉町西部土地区画整理組合設立認可ニ関スル件 昭和１３年度 (起)昭13.12.12
総務部都市計画
課

124 2
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

中泉町西部土地区画整理組合設計認可 昭和１３年度
(起)昭13. 7.22
(施)昭13.11. 2

総務部都市計画
課

124 3
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

中泉西部土地区画整理設計書交付ノ件 昭和１２年度
(起)昭13. 1. 8
(決)昭13. 1.12
(施)昭13. 1.12

総務部都市計画
課

124 4
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

土地区画整理組合長並組合副長選任認可ノ件 昭和１３年度
(起)昭14. 2.10
(施)昭14. 2.17

総務部都市計画
課
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124 5
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

昭和14年３月７日申請土地区画整理組合規約変更
ノ件認可ス

昭和１４年度
(起)昭14. 4. 4
(施)昭14. 4. 5

総務部都市計画
課

124 6
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

昭和14年９月15日申請土地区画整理地区並設計変
更ノ件認可ス

昭和１４年度
(起)昭14. 9.18
(施)昭14. 9.25

総務部都市計画
課

124 7
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

昭和18年８月２日申請組合長及組合副長選任ノ件
認可ス

昭和１８年度
(起)昭18. 8.16
(施)昭18. 8.20

総務部都市計画
課

124 8
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

昭和20年10月26日申請換地処分ノ件認可ス 昭和２１年度
(起)昭21. 5.15
(施)昭21. 5.17

土木部都市計画
課

124 9
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

字区域並名称変更ノ件通牒 昭和２１年度
(起)昭21. 5.16
(施)昭21. 5.27

土木部都市計画
課

124 10
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

土地区画整理施行ノ結果其ノ町地内字区域並名称
をヲ別紙ノ通変更セントス

昭和２０年度
(起)昭20.12.10
(施)昭20.12.28

土木部都市計画
課

124 11
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

昭和21年12月26日申請組合長及組合副長選任ノ件
ハ認可スル

昭和２１年度 (起)昭22. 1. 7
土木部都市計画
課

124 12
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

昭和22年４月19日申請ノ換地説明書更正ノ件ハ承
認スル

昭和２２年度
(起)昭22. 4.25
(施)昭22. 4.28

土木部都市計画
課

124 13
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

区画整理土地登記に関し謄本送付の件 昭和２２年度
(起)昭22. 5.19
(施)昭22. 5.21

土木部都市計画
課

124 14
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

謄本送付の件 昭和２２年度
(起)昭22. 6.13
(施)昭22. 6.17

土木部都市計画
課

124 15
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

昭和22年５月10日申請ノ換地処分更正ノ件ハ承認
スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5.17
(施)昭22. 5.27

土木部都市計画
課

124 16
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

昭和23年３月20日申請ノ土地区画整理事業引継ノ
件認可スル

昭和２３年度
(起)昭23. 4. 1
(決)昭23. 4. 7
(施)昭23. 4. 7

土木部都市計画
課

124 17
土地区画整理事業（磐田郡中泉町
西部土地区画整理組合）

土地区画整理組合引継並に解散の件（縣公報登
載）

昭和２３年度
(起)昭23. 6.28
(施)昭23. 7.13

土木部都市計画
課

125 1
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

組合長組合副長選任認可証明願 昭和２７年度 (収)昭27. 9. 5
桜ヶ丘土地区画
整理組合

125 2
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

昭和27年11月５日申請ノ桜ヶ丘土地区画整理組合
長並ビニ組合副長ノ選任ハ都市計画法ノ規程ニヨ
リ認可スル

昭和２７年度
(起)昭27.11. 6
(施)昭27.11.14

土木部計画観光
課

125 3
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

昭和27年11月５日申請ノ桜ヶ丘土地区画整理組合
ノ地区変更並ビニ規約変更ハ都市計画法ノ規程ニ
ヨリ認可スル

昭和２７年度
(起)昭27.11. 6
(決)昭27.11.17
(施)昭27.11.17

土木部計画観光
課

125 4
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

大字、字区域変更について 昭和２８年度
(起)昭28. 4.20
(決)昭28. 4.22
(施)昭28. 4.22

土木部計画観光
課

125 5
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

（清水市）桜ヶ丘土地区画整理の結果大字、字区
域変更について諮問

昭和２７年度
(起)昭28. 2. 9
(決)昭28. 2.13
(施)昭28. 2.13

土木部計画観光
課
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125 6
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

昭和28年３月26日申請ノ換地処分ハ都市計画法ノ
規程ニヨリ認可スル

昭和２８年度
(起)昭28. 4.13
(決)昭28. 4.22
(施)昭28. 4.22

土木部計画観光
課

125 7
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

（清水市）桜ヶ丘土地区画整理組合の事業完了に
伴う解散の認可及び告示について

昭和２８年度
(起)昭28. 8.13
(決)昭28. 8.24
(施)昭28. 8.24

土木部計画観光
課

125 8
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

答申書（土地区画整理施行ノ結果区域並名称変更
ノ件）

昭和１３年度 (収)昭14. 1.27 清水市議会

125 9
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

字区域並名称変更諮問ノ件 昭和１４年度
(起)昭14. 9.27
(施)昭14.10. 7

総務部都市計画
課

125 10
土地区画整理事業（清水市桜ヶ
丘・大橋通土地区画整理組合）

昭和25年８月16日申請ノ土地区画整理換地処分ノ
件ハ認可スル

昭和２５年度
(起)昭25. 8.31
(施)昭25. 9. 4

土木部都市計画
課

126 1
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

山崎土地区画整理組合設立ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 4.30
(施)昭15. 5. 1

総務部都市計画
課

126 2
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

山崎土地区画整理組合設立認可申請 昭和１５年度
(起)昭15. 3.14
(施)昭15. 4. 9

総務部都市計画
課

126 3
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

昭和15年５月17日申請組合長並ビ組合副長選任ノ
件認可ス

昭和１５年度
(起)昭15. 5.25
(決)昭15. 5.25
(施)昭15. 5.29

総務部都市計画
課

126 4
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

昭和16年10月10日付申請土地区画整理地区並設計
変更ノ件認可ス

昭和１６年度
(起)昭16.11.24
(施)昭16.12. 8

土木部都市計画
課

126 5
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

昭和15年５月17日申請起債ノ件認可ス 昭和１６年度
(起)昭17. 1. 6
(施)昭17. 1. 8

土木部都市計画
課

126 6
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

告示（山崎土地区画整理組合長ハ昭和17年10月19
日辞任セリ）

昭和１７年度
(起)昭18. 2. 1
(施)昭18. 2. 8

土木部都市計画
課

126 7
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

（浜松市）山崎土地区画整理組合規約変更ノ件 昭和１８年度
(起)昭19. 3.14
(施)昭19. 3.14

土木部都市計画
課

126 8
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

昭和19年９月６日申請換地処分ノ件認可ス 昭和１９年度
(起)昭20. 3.26
(施)昭20. 3.30

土木部都市計画
課

126 9
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

町及字区域並ニ名称変更ノ件通牒 昭和１９年度
(起)昭20. 3.30
(施)昭20. 3.30

土木部都市計画
課

126 10
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

町及字区域並ニ名称変更ノ件通牒 昭和１９年度
(起)昭19.10.15
(施)昭20. 2. 4

土木部都市計画
課

126 11
土地区画整理事業（浜松市山崎土
地区画整理組合）

昭和29年11月５日申請ノ組合解散ノ件ハ都市計画
法ノ規程ニヨリ認可スル

昭和２９年度
(起)昭29.11.18
(決)昭29.11.29
(施)昭29.11.29

土木部都市計画
課

127 1
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

伺（（静岡市）柚木土地区画整理組合設計ニ関ス
ル件）

昭和１７年度 (起)昭17. 8.22
土木部都市計画
課

127 2
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

柚木土地区画整理組合設計認可申請 昭和１７年度
(起)昭17. 6. 2
(施)昭17. 6.27

土木部都市計画
課
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127 3
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

昭和17年９月29日申請組合長及組合副長選任ノ件
認可ス

昭和１７年度
(起)昭17.10. 5
(施)昭17.10. 8

土木部都市計画
課

127 4
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

昭和15年５月17日申請柚木土地区画整理組合地区
設計及規約変更ノ件認可ス

昭和１８年度
(起)昭19. 1.10
(施)昭19. 2. 5

土木部都市計画
課

127 5
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

昭和19年10月21日申請規約変更ノ件認可ス 昭和１９年度
(起)昭19.10.30
(施)昭19.11. 2

土木部都市計画
課

127 6
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

昭和19年10月21日申請組合長並組合副長選任ノ件
認可ス

昭和１９年度
(起)昭19.10.30
(施)昭19.11. 2

土木部都市計画
課

127 7
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

大字区域並名称変更ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20.11.21
(施)昭20.11.28

土木部都市計画
課

127 8
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

土地区画整理施行ノ結果其ノ市地内大字区域並名
称ヲ別紙ノ通変更セント答申

昭和２０年度
(起)昭20. 5.12
(施)昭20. 5.19

土木部都市計画
課

127 9
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

昭和20年５月10日申請換地処分ノ件認可ス 昭和２０年度
(起)昭20.11.21
(施)昭20.11.29

土木部都市計画
課

127 10
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

昭和21年３月29日申請換地処分変更更正ノ件認可
ス

昭和２１年度
(起)昭21. 4.25
(施)昭21. 5. 2

土木部都市計画
課

127 11
土地区画整理事業（静岡市柚木土
地区画整理組合）

昭和28年11月18日申請ノ組合解散ノ件ハ都市計画
法ノ規程ニヨリ認可スル

昭和２８年度
(起)昭28.12.12
(決)昭28.12.19
(施)昭28.12.19

土木部計画観光
課

128 1
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

昭和20年11月８日申請緑地変更ノ件認可ス 昭和２０年度 (起)昭20.11.14
土木部都市計画
課

128 2
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

土地区画整理組合長並に組合副長選任認可の件 昭和２３年度 (起)昭23. 7. 5
土木部都市計画
課

128 3
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

昭和26年５月３日付申請ノ組合副長選任ノ件認可
スル

昭和２６年度
(起)昭26. 5.14
(決)昭26. 5.15
(施)昭26. 5.15

土木部都市計画
課

128 4
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

昭和26年３月１日付申請組合福長解任ノ件認可ス
ル

昭和２６年度
(起)昭26. 4.27
(決)昭26. 5. 2
(施)昭26. 5. 2

土木部都市計画
課

128 5
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

組合長選任申請届について 昭和２６年度
(起)昭26. 4.21
(決)昭26. 4.23
(施)昭26. 4.23

土木部都市計画
課

128 6
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

昭和26年５月25日付申請ノ組合長解任ノ件認可ス
ル

昭和２６年度
(起)昭26. 6. 5
(決)昭26. 6. 9
(施)昭26. 6.11

土木部都市計画
課

128 7
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

昭和26年６月14日付申請ノ組合長及び組合副長選
任認可ノ件認可スル

昭和２６年度
(起)昭26. 6.27
(決)昭26. 7. 3
(施)昭26. 7. 3

土木部都市計画
課

128 8
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

字区域変更について 昭和２７年度
(起)昭27. 9. 8
(決)昭27. 9.11
(施)昭27.11.19

土木部都市計画
課

128 9
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

（磐田郡二俣町）城下土地区画整理施行の結果字
区域変更諮問の件

昭和２７年度
(起)昭27. 5.27
(決)昭27. 5.31
(施)昭27. 6. 2

土木部都市計画
課
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128 10
土地区画整理事業（磐田郡二俣町
城下土地区画整理組合）

昭和27年４月17日申請ノ換地処分ノ件は都市計画
法ノ規定ニヨリ認可スル

昭和２７年度
(起)昭27. 9.22
(施)昭27.11. 6

土木部計画観光
課

129 1
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

昭和35年３月１日申請の東伊場土地区画整理組合
設立の件は土地区画整理組合法の規定により認可
する

昭和３４年度
(起)昭35. 3.23
(決)昭35. 3.29
(施)昭35. 3.29

土木部計画課

129 2
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

東伊場土地区画整理組合設立認可に伴う事業計画
の縦覧について

昭和３４年度
(起)昭35. 3. 1
(決)昭35. 3. 1
(施)昭35. 3. 1

土木部計画課

129 3
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

昭和34年９月10日付で申請のあった設計変更につ
いては、旧都市計画法の規定により認可する

昭和３４年度
(起)昭34.10. 1
(決)昭34.10.21
(施)昭34.10.22

土木部計画課

129 4
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

（静岡縣告示）改正前ノ都市計画法ノ規定ニヨ
リ、浜松市東伊場土地区画整理組合ノ設計変更ノ
件ハ昭和35年２月１日認可シタ

昭和３４年度
(起)昭35. 2. 1
(決)昭35. 2. 3
(施)昭35. 2. 9

土木部計画課

129 5
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

昭和35年１月20日申請ノあった設計変更ノ件は改
正前ノ都市計画法ノ規定ニヨリ認可スル

昭和３４年度
(起)昭35. 2. 1
(決)昭35. 2. 1
(施)昭35. 2. 1

土木部計画課

129 6
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

昭和35年３月１日付申請設計書変更ノ件認可ス 昭和２０年度
(起)昭20. 6. 7
(施)昭20. 6. 9

土木部経理課

129 7
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

理事の氏名等の公告 昭和３５年度
(起)昭35. 5.17
(決)昭35. 5.25
(施)昭35. 5.31

土木部計画課

129 8
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

復命書（浜松市東伊場土地区画整理組合通常総会
出席）

昭和３７年度 (起)昭37. 5.31 土木部計画課

129 9
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

資格証明書交付について 昭和３７年度
(起)昭37. 8.24
(決)昭37. 8.24
(施)昭37. 8.24

土木部計画課

129 10
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

東伊場土地区画整理組合の事業計画の縦覧につい
て

昭和３７年度
(起)昭38. 2. 4
(決)昭38. 3.16
(施)昭38. 3.18

土木部計画課

129 11
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

東伊場土地区画整理組合の事業計画変更の認可に
ついて

昭和３８年度
(起)昭38. 4.23
(決)昭38. 4.30
(施)昭38. 4.30

土木部計画課

129 12
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

公告（土地整理法の規定により浜松市東伊場土地
区画整理組合から届出のあった就任役員は次のと
おりである）

昭和３８年度 (起)昭38. 6. 8 土木部計画課

129 13
土地区画整理事業（浜松市東伊場
土地区画整理組合）

理事の氏名及び住所の公告について 昭和４２年度
(起)昭42. 6.19
(決)昭42. 6.20
(施)昭42. 6.20

土木部計画課

130 1 住宅組合原簿 有限責任稲取住宅組合原簿 大正１３年度 社会課 ○

130 2 住宅組合原簿 有限責任網代住宅組合原簿 大正１３年度 社会課 ○

130 3 住宅組合原簿 有限責任大場住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○
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130 4 住宅組合原簿 有限責任大宮住宅組合原簿 大正１２年度 社会課 ○

130 5 住宅組合原簿 有限責任大里住宅組合原簿 大正１３年度 社会課 ○

130 6 住宅組合原簿 有限責任焼津町住宅組合原簿 大正１３年度 社会課 ○

130 7 住宅組合原簿 有限責任中泉住宅組合原簿 大正１１年度 社会課 ○

130 8 住宅組合原簿 無限責任静岡住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 9 住宅組合原簿 無限責任葵住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 10 住宅組合原簿 有限責任濱松住宅組合原簿 大正１３年度 社会課 ○

130 11 住宅組合原簿 有限責任濱松第二住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 12 住宅組合原簿 有限責任濱松第三住宅組合原簿 大正１３年度 社会課 ○

130 13 住宅組合原簿 有限責任清水住宅組合原簿 大正１３年度 社会課 ○

130 14 住宅組合原簿 有限責任清水友睦住宅組合原簿 大正１３年度 社会課 ○

130 15 住宅組合原簿 有限責任第一沼津住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 16 住宅組合原簿 有限責任沼津千本住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 17 住宅組合原簿 有限責任熱海住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 18 住宅組合原簿 有限責任小室住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 19 住宅組合原簿 有限責任三島住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 20 住宅組合原簿 有限責任網代港住宅組合原簿 大正１４年度 社会課 ○

130 21 住宅組合原簿 有限責任清水市親交住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○
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130 22 住宅組合原簿 有限責任静陽住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 23 住宅組合原簿 有限責任晁陽住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 24 住宅組合原簿 有限責任共栄住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 25 住宅組合原簿 有限責任湯ヶ野住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 26 住宅組合原簿 有限責任濱当目住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 27 住宅組合原簿 有限責任駿府住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 28 住宅組合原簿 有限責任旭住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 29 住宅組合原簿 有限責任静陵住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 30 住宅組合原簿 有限責任清水水産住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 31 住宅組合原簿 有限責任濱松共栄住宅組合原簿 大正１５年度 社会課 ○

130 32 住宅組合原簿 有限責任濱松昭和住宅組合原簿 昭和　２年度 社会課 ○

130 33 住宅組合原簿 有限責任静岡昭和住宅組合原簿 昭和　２年度 社会課 ○

130 34 住宅組合原簿 有限責任千代田住宅組合原簿 昭和　２年度 社会課 ○

130 35 住宅組合原簿 有限責任清水昭和住宅組合原簿 昭和　２年度 社会課 ○

130 36 住宅組合原簿 有限責任岳南住宅組合原簿 昭和　２年度 社会課 ○

130 37 住宅組合原簿 有限責任和協住宅組合原簿 昭和　２年度 社会課 ○

130 38 住宅組合原簿 有限責任楊原住宅組合原簿 昭和　２年度 社会課 ○

130 39 住宅組合原簿 有限責任不二住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○
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130 40 住宅組合原簿 有限責任志づはた住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○

130 41 住宅組合原簿 有限責任青葉住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○

130 42 住宅組合原簿 有限責任濱松丁卯住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 43 住宅組合原簿 有限責任濱一中住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○

130 44 住宅組合原簿 有限責任八幡住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○

130 45 住宅組合原簿 有限責任沼津岳南住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○

130 46 住宅組合原簿 有限責任伊豆住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○

130 47 住宅組合原簿 有限責任大宮昭和住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○

130 48 住宅組合原簿 有限責任見付町住宅組合原簿 昭和　３年度 社会課 ○

130 49 住宅組合原簿 有限責任濱松昭栄住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 50 住宅組合原簿 有限責任香陵住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 51 住宅組合原簿 有限責任静栄住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 52 住宅組合原簿 有限責任戊辰住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 53 住宅組合原簿 有限責任濱松青々住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 54 住宅組合原簿 有限責任静岡電鐵住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 55 住宅組合原簿 有限責任沼津戊辰住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 56 住宅組合原簿 有限責任富士住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 57 住宅組合原簿 有限責任清水戊辰住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○
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130 58 住宅組合原簿 有限責任清美潟住宅組合原簿 昭和　４年度 社会課 ○

130 59 住宅組合原簿 有限責任振起住宅組合原簿 昭和　５年度 社会課 ○

130 60 住宅組合原簿 有限責任沼津共栄住宅組合原簿 昭和　５年度 社会課 ○

130 61 住宅組合原簿 有限責任濱松己巳住宅組合原簿 昭和　６年度 社会課 ○

130 62 住宅組合原簿 有限責任伊豆田中住宅組合原簿 昭和　６年度 社会課 ○

130 63 住宅組合原簿 有限責任震災復興住宅組合原簿 昭和１１年度 社会課 ○

131 1 住宅組合台帳 有限責任大宮住宅組合 大正１１年度 社会課 ○

131 2 住宅組合台帳 有限責任濱松住宅組合 大正１１年度 社会課 ○

131 3 住宅組合台帳 有限責任中泉住宅組合 大正１１年度 社会課 ○

131 4 住宅組合台帳 無限責任静岡住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 5 住宅組合台帳 無限責任葵住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 6 住宅組合台帳 有限責任第一沼津住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 7 住宅組合台帳 有限責任沼津千本住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 8 住宅組合台帳 有限責任清水友睦住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 9 住宅組合台帳 有限責任網代住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 10 住宅組合台帳 有限責任清水住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 11 住宅組合台帳 有限責任大里住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 12 住宅組合台帳 有限責任焼津町住宅組合 大正１２年度 社会課 ○
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131 13 住宅組合台帳 有限責任濱松第三住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 14 住宅組合台帳 有限責任濱松第二住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 15 住宅組合台帳 有限責任大場住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 16 住宅組合台帳 有限責任稲取住宅組合 大正１２年度 社会課 ○

131 17 住宅組合台帳 有限責任三島住宅組合 大正１３年度 社会課 ○

131 18 住宅組合台帳 有限責任熱海住宅組合 大正１３年度 社会課 ○

131 19 住宅組合台帳 有限責任網代港住宅組合 大正１３年度 社会課 ○

131 20 住宅組合台帳 有限責任小室住宅組合 大正１３年度 社会課 ○

131 21 住宅組合台帳 有限責任静陽住宅組合 大正１３年度 社会課 ○

131 22 住宅組合台帳 有限責任晁陽住宅組合 大正１３年度 社会課 ○

131 23 住宅組合台帳 有限責任清水親交住宅組合 大正１３年度 社会課 ○

131 24 住宅組合台帳 有限責任共栄住宅組合 大正１３年度 社会課 ○

131 25 住宅組合台帳 有限責任濱当目住宅組合 大正１４年度 社会課 ○

131 26 住宅組合台帳 有限責任清水水産住宅組合 大正１４年度 社会課 ○

131 27 住宅組合台帳 有限責任静陵住宅組合 大正１４年度 社会課 ○

131 28 住宅組合台帳 有限責任旭住宅組合 大正１４年度 社会課 ○

131 29 住宅組合台帳 有限責任駿府住宅組合 大正１４年度 社会課 ○

131 30 住宅組合台帳 有限責任湯ヶ野住宅組合 大正１４年度 社会課 ○
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131 31 住宅組合台帳 有限責任濱松共栄住宅組合 大正１４年度 社会課 ○

131 32 住宅組合台帳 有限責任濱松昭和住宅組合 大正１５年度 社会課 ○

131 33 住宅組合台帳 有限責任静岡昭和住宅組合 大正１５年度 社会課 ○

131 34 住宅組合台帳 有限責任千代田住宅組合 大正１５年度 社会課 ○

131 35 住宅組合台帳 有限責任清水昭和住宅組合 大正１５年度 社会課 ○

131 36 住宅組合台帳 有限責任岳南住宅組合 大正１５年度 社会課 ○

131 37 住宅組合台帳 有限責任和協住宅組合 大正１５年度 社会課 ○

131 38 住宅組合台帳 有限責任楊原住宅組合 大正１５年度 社会課 ○

131 39 住宅組合台帳 有限責任不二住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 40 住宅組合台帳 有限責任志づはた住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 41 住宅組合台帳 有限責任青葉住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 42 住宅組合台帳 有限責任濱松丁卯住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 43 住宅組合台帳 有限責任濱一中住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 44 住宅組合台帳 有限責任八幡住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 45 住宅組合台帳 有限責任沼津岳南住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 46 住宅組合台帳 有限責任伊豆住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 47 住宅組合台帳 有限責任見付町住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○

131 48 住宅組合台帳 有限責任大宮昭和住宅組合 昭和　２年度 社会課 ○
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131 49 住宅組合台帳 有限責任濱松昭栄住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 50 住宅組合台帳 有限責任香陵住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 51 住宅組合台帳 有限責任清水戌辰住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 52 住宅組合台帳 有限責任清美潟住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 53 住宅組合台帳 有限責任濱松青々住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 54 住宅組合台帳 有限責任沼津戌辰住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 55 住宅組合台帳 有限責任富士住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 56 住宅組合台帳 有限責任戌辰住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 57 住宅組合台帳 有限責任静岡電鐵住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 58 住宅組合台帳 有限責静栄住宅組合 昭和　３年度 社会課 ○

131 59 住宅組合台帳 有限責任振起住宅組合 昭和　５年度 社会課 ○

131 60 住宅組合台帳 有限責任沼津共栄住宅組合 昭和　５年度 社会課 ○

131 61 住宅組合台帳 有限責任濱松己巳住宅組合 昭和　５年度 社会課 ○

131 62 住宅組合台帳 有限責任伊豆田中住宅組合 昭和　６年度 社会課 ○

131 63 住宅組合台帳 有限責任震災復興住宅組合 昭和１０年度 社会課 ○

132 1 住宅組合定款綴 有限責任大宮住宅組合定款 大正１１年度 社会課 ○

132 2 住宅組合定款綴 有限責任濱松住宅組合定款 大正１１年度 社会課 ○

132 3 住宅組合定款綴 有限責任中泉住宅組合定款 社会課 ○
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132 4 住宅組合定款綴 無限責任静岡住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 5 住宅組合定款綴 無限責任葵住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 6 住宅組合定款綴 有限責任第一沼津住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 7 住宅組合定款綴 有限責任沼津千本住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 8 住宅組合定款綴 有限責任清水友睦住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 9 住宅組合定款綴 有限責任網代住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 10 住宅組合定款綴 有限責任清水住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 11 住宅組合定款綴 有限責任大里住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 12 住宅組合定款綴 有限責任焼津町住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 13 住宅組合定款綴 有限責任濱松第三住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 14 住宅組合定款綴 有限責任濱松第二住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 15 住宅組合定款綴 有限責任大場住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 16 住宅組合定款綴 有限責任稲取住宅組合定款 大正１３年度 社会課 ○

132 17 住宅組合定款綴 有限責任三島住宅組合定款 社会課 ○

132 18 住宅組合定款綴 有限責任熱海住宅組合定款 大正１４年度 社会課 ○

132 19 住宅組合定款綴 有限責任網代住宅組合定款 大正１４年度 社会課 ○

132 20 住宅組合定款綴 有限責任小室住宅組合定款 社会課 ○

132 21 住宅組合定款綴 有限責任静陽住宅組合定款 大正１５年度 社会課 ○
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132 22 住宅組合定款綴 有限責任晁陽住宅組合定款 大正１５年度 社会課 ○

132 23 住宅組合定款綴 有限責任清水市親交住宅組合定款 大正１５年度 社会課 ○

132 24 住宅組合定款綴 有限責任共栄住宅組合定款 社会課 ○

132 25 住宅組合定款綴 有限責任濱当目住宅組合定款 社会課 ○

132 26 住宅組合定款綴 有限責任清水水産住宅組合定款 社会課 ○

132 27 住宅組合定款綴 有限責任静陵住宅組合定款 社会課 ○

132 28 住宅組合定款綴 有限責任旭住宅組合定款 社会課 ○

132 29 住宅組合定款綴 有限責任駿府住宅組合定款 大正１５年度 社会課 ○

132 30 住宅組合定款綴 有限責任湯ヶ野住宅組合定款 社会課 ○

132 31 住宅組合定款綴 有限責任濱松共栄住宅組合定款 社会課 ○

132 32 住宅組合定款綴 有限責任濱松昭和住宅組合定款 昭和　元年度 社会課 ○

132 33 住宅組合定款綴 有限責任静岡昭和住宅組合定款 昭和　元年度 社会課 ○

132 34 住宅組合定款綴 有限責任千代田住宅組合定款 昭和　元年度 社会課 ○

132 35 住宅組合定款綴 有限責任清水昭和住宅組合定款 社会課 ○

132 36 住宅組合定款綴 有限責任岳南住宅組合定款 昭和　元年度 社会課 ○

132 37 住宅組合定款綴 有限責任和協住宅組合定款 社会課 ○

132 38 住宅組合定款綴 有限責任楊原住宅組合定款 社会課 ○

132 39 住宅組合定款綴 有限責任不二住宅組合定款 昭和　９年度 社会課 ○
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132 40 住宅組合定款綴 有限責任志づはた住宅組合定款 社会課 ○

132 41 住宅組合定款綴 有限責任青葉住宅組合定款 昭和　３年度 社会課 ○

132 42 住宅組合定款綴 有限責任濱松丁卯住宅組合定款 社会課 ○

132 43 住宅組合定款綴 有限責任濱一中住宅組合定款 社会課 ○

132 44 住宅組合定款綴 有限責任八幡住宅組合定款 社会課 ○

132 45 住宅組合定款綴 有限責任沼津岳南住宅組合定款 社会課 ○

132 46 住宅組合定款綴 有限責任伊豆住宅組合定款 社会課 ○

132 47 住宅組合定款綴 有限責任見付町住宅組合定款 社会課 ○

132 48 住宅組合定款綴 有限責任大宮昭和住宅組合定款 社会課 ○

132 49 住宅組合定款綴 有限責任濱松昭栄住宅組合定款 社会課 ○

132 50 住宅組合定款綴 有限責任香陵住宅組合定款 社会課 ○

132 51 住宅組合定款綴 有限責任清水戌辰住宅組合定款 昭和　３年度 社会課 ○

132 52 住宅組合定款綴 有限責任清美潟住宅組合定款 社会課 ○

132 53 住宅組合定款綴 有限責任濱松青々住宅組合定款 昭和１６年度 社会課 ○

132 54 住宅組合定款綴 有限責任沼津戌辰住宅組合定款 社会課 ○

132 55 住宅組合定款綴 有限責任富士住宅組合定款 社会課 ○

132 56 住宅組合定款綴 有限責任戌辰住宅組合定款 昭和　４年度 社会課 ○

132 57 住宅組合定款綴 有限責任静岡電鐵住宅組合定款 社会課 ○
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132 58 住宅組合定款綴 有限責任静栄住宅組合定款 昭和　４年度 社会課 ○

132 59 住宅組合定款綴 有限責任振起住宅組合定款 昭和　９年度 社会課 ○

132 60 住宅組合定款綴 有限責任沼津共栄住宅組合定款 社会課 ○

132 61 住宅組合定款綴 有限責任濱松己巳住宅組合定款 社会課 ○

132 62 住宅組合定款綴 有限責任震災復興住宅組合定款 昭和１０年度 社会課 ○

133 1 住宅組合資金貸付台帳 住宅組合資金貸付台帳
大正１１年度

～
昭和１１年度

都市住宅部住宅
課 ○

134 1 住宅組合抵当権設定権利証綴
抵当権設定登記嘱託書（静岡住宅組合大正14年４
月30日他昭和18年４月26日抹消登記嘱託書まで）

大正１４年度
～

昭和１８年度
学務部社会課

135 1 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任震災復興
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 2 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水昭和
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 3 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任戊辰住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 4 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任青葉住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 5 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松巳巳
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 6 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任岳南住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 7 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任志づはた
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 8 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任大宮昭和
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 9 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任振起住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 10 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（無限責任葵住宅組
合）

昭和１７年度
(決)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 11 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松昭栄
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課
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135 12 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静岡電鐵
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 13 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任和協住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 14 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任八幡住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 15 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任楊原住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 16 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任三島住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 17 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任熱海住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 18 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任網代港住
宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 19 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（無限責任共栄住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 20 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水戊辰
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 21 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松丁卯
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 22 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水市親
交住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 23 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任晁陽住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 24 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松第二
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 25 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清見潟住
宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 26 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任千代田住
宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 27 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水水産
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 28 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任沼津共栄
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 29 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任第一沼津
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課
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135 30 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱当目住
宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 31 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松青々
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 32 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任沼津千本
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 33 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任伊豆住
宅）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 34 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松第三
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 35 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静栄住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 36 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 37 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水友睦
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 4.18
(施)昭17. 5.15

学務部社会課

135 38 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任沼津戊辰
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 5. 8
(施)昭17. 5.26

学務部社会課

135 39 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱一中住
宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 5. 9
(施)昭17. 5.26

学務部社会課

135 40 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静陽住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 5. 9
(施)昭17. 5.26

学務部社会課

135 41 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松昭和
住宅組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 5. 9
(施)昭17. 5.26

学務部社会課

135 42 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静陵住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 5. 9
(施)昭17. 5.26

学務部社会課

135 43 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任大里住宅
組合）

昭和１７年度
(起)昭17. 5.22
(施)昭17. 5.29

学務部社会課

135 44 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任旭住宅組
合）

昭和１７年度
(起)昭17. 7.15
(施)昭17. 7.30

学務部援護課

135 45 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松青々
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 5
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 46 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任熱海住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 5
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 47 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松昭和
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 5
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　
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135 48 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静岡電鉄
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 6
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 49 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任旭住宅組
合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 6
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 50 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任千代田住
宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 6
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 51 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松己巳
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 6
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 52 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任戊辰住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 7
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 53 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任振起住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 7
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 54 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任大宮昭和
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 7
(施)昭18. 5. 1

内政部軍事厚生
課　　　

135 55 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任沼津共栄
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 8
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 56 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任八幡住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 8
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 57 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水友睦
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 9
(施)昭18. 5. 1

内政部軍事厚生
課　　　

135 58 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松共栄
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 9
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 59 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松丁卯
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 9
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 60 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任和協住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 9
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 61 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水市親
交住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 9
(施)昭18. 5. 1

内政部軍事厚生
課　　　

135 62 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任葵住宅組
合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.13
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 63 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任晁陽住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.13
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 64 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任網代港住
宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.13
(施)昭18. 5. 1

内政部軍事厚生
課　　　

135 65 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任青葉住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.13
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　
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135 66 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水昭和
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.13
(施)昭18. 5. 1

内政部軍事厚生
課　　　

135 67 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水水産
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 68 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清見潟住
宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 69 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水戊辰
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 70 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任共栄住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 71 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松一中
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 72 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 73 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任沼津戊辰
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 74 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任震災復興
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 75 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松昭栄
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 76 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静陵住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.20
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 77 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任楊原住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.22
(施)昭18. 4.28

内政部軍事厚生
課　　　

135 78 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任三島住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.26
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 79 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任岳南住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 4.26
(施)昭18. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 80 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静陽住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5.11
(施)昭18. 5.20

内政部軍事厚生
課　　　

135 81 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松第二
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5.19
(施)昭18. 5.19

内政部軍事厚生
課　　　

135 82 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任志づはた
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 6. 2
(施)昭18. 6. 9

内政部軍事厚生
課　　　

135 83 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松共栄
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 6.12
(施)昭18. 6.25

内政部軍事厚生
課　　　
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135 84 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任震災復興
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 2
(施)昭18. 6.25

内政部軍事厚生
課　　　

135 85 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任振起住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 2
(施)昭18. 6.19

内政部軍事厚生
課　　　

135 86 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任網代港住
宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 2
(施)昭18. 6.10

内政部軍事厚生
課　　　

135 87 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水市親
交住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 3
(施)昭18. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 88 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任旭住宅組
合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 3
(施)昭18. 6.19

内政部軍事厚生
課　　　

135 89 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任晁陽住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 3
(施)昭18. 6.15

内政部軍事厚生
課　　　

135 90 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任戊辰住宅
組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 3
(施)昭18. 6.15

内政部軍事厚生
課　　　

135 91 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松丁卯
住宅組合）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 3
(施)昭18. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 92 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清見潟住
宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 3
(施)昭19. 6.15

内政部軍事厚生
課　　　

135 93 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松共栄
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 3
(施)昭19. 6.12

内政部軍事厚生
課　　　

135 94 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松巳巳
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 3
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 95 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水昭和
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 3
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 96 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任岳南住宅
組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 3
(施)昭19. 9.12

内政部軍事厚生
課　　　

135 97 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任大宮昭和
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 3
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 98 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静岡電鉄
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 3
(施)昭19. 6. 6

内政部軍事厚生
課　　　

135 99 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任熱海住宅
組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 5
(施)昭19. 5. 5

内政部軍事厚生
課　　　

135 100 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静栄住宅
組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 101 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任沼津共栄
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　
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135 102 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任三島住宅
組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 103 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任青葉住宅
組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 104 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任和協住宅
組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.15

内政部軍事厚生
課　　　

135 105 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松昭和
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 106 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水戊辰
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 107 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任沼津戊辰
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 108 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任八幡住宅
組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 109 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任楊原住宅
組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 5. 6
(施)昭19. 6.30

内政部軍事厚生
課　　　

135 110 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松青々
住宅組合）

昭和１９年度
(起)昭19. 9.18
(施)昭19. 9.21

内政部軍事厚生
課　　　

135 111 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任和協住宅
組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.10
(施)昭20. 4.14

内政部軍事厚生
課　　　

135 112 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任戊辰住宅
組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.10
(施)昭20. 4.14

内政部軍事厚生
課　　　

135 113 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松第二
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.10
(施)昭20. 4.24

内政部軍事厚生
課　　　

135 114 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任静岡電鉄
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.10
(施)昭20. 4.  

内政部軍事厚生
課　　　

135 115 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任沼津戊辰
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.18
(施)昭20. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 116 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任清水昭和
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.18
(施)昭20. 4.25

内政部軍事厚生
課　　　

135 117 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任岳南住宅
組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.18
(施)昭20. 4.25

内政部軍事厚生
課　　　

135 118 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任振起住宅
組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.18
(施)昭20. 4.25

内政部軍事厚生
課　　　

135 119 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任震災復興
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.18
(施)昭20. 4.25

内政部軍事厚生
課　　　
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135 120 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松己巳
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.18
(施)昭20. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 121 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任大宮昭和
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.18
(施)昭20. 4.25

内政部軍事厚生
課　　　

135 122 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松昭栄
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.25
(施)昭20. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 123 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任青葉住宅
組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.25
(施)昭20. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

135 124 住宅組合原簿記載変更嘱託書綴
住宅組合原簿記載変更嘱託書（有限責任濱松昭和
住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭20. 4.25
(施)昭20. 5. 4

内政部軍事厚生
課　　　

136 1
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（静岡
電鉄住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭21. 2.28
(施)昭21. 3. 1

土木部建築課

136 2
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

抵当権消滅に付抹消登記嘱託書（静岡電鉄住宅組
合）

昭和２０年度
(起)昭20.11.28
(施)昭20.12.17

経済第二部施設
課

136 3
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（無限
責任共栄住宅組合）

昭和２０年度
(起)昭21. 3. 1
(施)昭21. 3. 6

土木部建築課

136 4
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（志づ
はた住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21. 4.15
(施)昭21. 4.17

土木部建築課

136 5
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（青葉
住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21. 5.15
(施)昭21. 5.23

土木部建築課

136 6
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（濱松
丁卯住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21. 5.20
(施)昭21. 5.28

土木部建築課

136 7
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（濱松
昭栄住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21. 8.19
(施)昭21. 8.26

土木部建築課

136 8
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任晁陽住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21. 9.26
(施)昭21. 9.28

土木部建築課

136 9
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（無限
責任葵住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21.10. 9
(施)昭21.10.11

土木部建築課

136 10
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任静栄住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21.10.21
(施)昭21.10.23

土木部建築課

136 11
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任静陵住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21.10.23
(施)昭21.10.24

土木部建築課

136 12
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任静陽住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21.10.24
(施)昭21.10.26

土木部建築課

136 13
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任戊辰住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21.10.26
(施)昭21.10.28

土木部建築課
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136 14
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任振起住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭21.10.29
(施)昭21.10.31

土木部建築課

136 15
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任旭住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭22. 2. 4
(施)昭22. 2.13

土木部建築課

136 16
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任濱松青々住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭22. 3.13
(施)昭22. 3.18

土木部建築課

136 17
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任濱松己巳住宅組合）

昭和２１年度
(起)昭22. 3.12
(施)昭22. 3.22

土木部建築課

136 18
住宅組合登記簿滅失に因る回復登
記綴

登記簿滅失に因る住宅組合登記回復嘱託書（有限
責任濱一中住宅組合）

昭和２２年度
(起)昭22. 4. 8
(施)昭22. 4.21

土木部建築課

137 1 貸家組合 精算結了届 昭和２７年度 (収)昭27. 6.30 静岡貸家組合 ○

137 2 貸家組合 解散登記完了届 昭和２６年度 (収)昭26. 8.29 静岡貸家組合 ○

137 3 貸家組合 伺い（貸家組合解散認可の件） 昭和２６年度
(起)昭26. 7.26
(決)昭26. 8. 9

都市住宅部住宅
課 ○

137 4 貸家組合 組合解散認可申請書 昭和２６年度 (収)昭26. 7.10 静岡貸家組合 ○

137 5 貸家組合 貸家組合の現況報告について 昭和２５年度
(起)昭25.10.30
(決)昭25.10.31
(施)昭25.10.31

都市住宅部住宅
課 ○

137 6 貸家組合 貸家組合の現況報告について 昭和２５年度 (収)昭25.10.23 富士宮市 ○

137 7 貸家組合 貸家組合の現況調査依頼について回答 昭和２５年度 (収)昭25.10.27 静岡市 ○

137 8 貸家組合 貸家組合の現況について 昭和２５年度 (収)昭25.10.21 清水市 ○

137 9 貸家組合 貸家組合の現況調査について 昭和２５年度 (収)昭25.10.11 沼津市 ○

137 10 貸家組合 貸家組合の現況調査の件 昭和２５年度 (収)昭25.10.12 吉原市 ○

137 11 貸家組合 貸家組合の現況調査について 昭和２５年度 (収)昭25.10.11 熱海市 ○

137 12 貸家組合 貸家組合の現況調査について 昭和２５年度 (収)昭25.10.17 磐田市 ○

137 13 貸家組合 貸家組合の現況調査依頼について 昭和２５年度
(起)昭25. 9.30
(決)昭25.10. 2

都市住宅部住宅
課 ○
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137 14 貸家組合 貸家組合の現況調査について 昭和２５年度 (収)昭25. 9.26 建設省住宅局 ○

137 15 貸家組合 貸家組合法ノ施行ニ関スル件（通知） 昭和１６年度 (収)昭16. 7. 7 厚生省社会局 ○

137 16 貸家組合 貸家組合登記令改正ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 8. 6
(施)昭18. 8.11

内政部軍事厚生
課 ○

137 17 貸家組合 貸家組合登記令改正ニ関スル件依命通牒 昭和１８年度 (収)昭18. 7.24 厚生省生活局 ○

138 1 供託保管関係例規 （訓令）預金局保管証書保管規則 明治２６年度 (収)明26. 6.10 内務省 ○

138 2 供託保管関係例規 （訓令）預金局保管証書保管規則 明治２６年度 (収)明26. 8.24 大蔵省 ○

138 3 供託保管関係例規
警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ携
有スル金銭及ヒ物品ノ儀内務省所管トシテ取扱フ
件

明治３４年度 (収)明35. 3.28 司法省 ○

138 4 供託保管関係例規
（内務省及び所管庁物品取扱規程改正による物品
保管の方法について）

明治３４年度 (収)明35. 3.28 内務省 ○

138 5 供託保管関係例規
遺失シタル日本赤十字社員章国庫ニ帰属シタルト
キ日本赤十字社ニ返付スル件

明治３３年度 (収)明34. 3.16
長野県内務部第
五課 ○

138 6 供託保管関係例規
寄託又ハ供託セル国債証券付属利札盡了ノモノノ
特別取扱規程

大正１１年度 (施)大11.12. 1
（主管）出納事
務局会計課 ○

138 7 供託保管関係例規 預金部預金取扱主任官の決定、通知 大正１１年度
(起)大11. 3.27
(決)大11. 4. 1
(施)大11. 4. 1

内務部会計課 ○

138 8 供託保管関係例規 奥山警察分署における政府保管物品焼失処理の件 大正１４年度
(起)大14. 6.10
(決)大14. 6.18
(施)大14. 6.18

内務部会計課長 ○

138 9 供託保管関係例規 政府ノ保管ニ属スル物品取扱規程改正ノ件 昭和　４年度
(起)昭 4. 3.25
(施)昭 4. 4.11

内務部会計課長 ○

138 10 供託保管関係例規 政府ノ保管ニ属スル物品取扱規程改正ニ関スル件 昭和　４年度
(起)昭 4. 4. 9
(決)昭 4. 4. 9
(施)昭 4. 4.11

内務部会計課長 ○

138 11 供託保管関係例規 物品焼失ニ関スル件報告 昭和　７年度
(起)昭 7. 6. 7
(決)昭 7. 6.21
(施)昭 7. 6.22

内務部会計課 ○

138 12 供託保管関係例規
寄託又ハ供託セル国債証券付属利札盡了ノモノノ
特別取扱規程

大正１１年度 (施)大11.12. 1
（主管）出納事
務局会計課 ○

138 13 供託保管関係例規 政府保管有価証券取扱主任官ニ関スル件 昭和１０年度
(起)昭11. 3. 2
(施)昭11. 3. 3

会計課長 ○

138 14 供託保管関係例規
供託又ハ寄託セル国債ノ償還金ヲ以テ為ス代リ国
債ノ買入ニ関スル特別取扱規程

昭和１１年度 (施)昭11. 5. 4
（主管）出納事
務局会計課 ○
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138 15 供託保管関係例規 改印ノ件通知 昭和１１年度
(起)昭12. 2. 6
(施)昭12. 2. 9

総務部会計課 ○

138 16 供託保管関係例規
旧保管物取扱規程ニ依ル保管金証保管有価証券ノ
取扱官印ニ関スル件

昭和１１年度
(起)昭12. 3. 9
(施)昭12. 3.  

会計課 ○

139 1
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用保証金納付の件 大正１０年度 (起)大10. 5. 3 内務部会計課

139 2
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度 (起)大 8. 1.18 内務部会計課

139 3
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度 (起)大 8. 2.25 内務部会計課

139 4
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度 (起)大 8. 2.26 内務部会計課

139 5
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度 (起)大 8. 2.27 内務部会計課

139 6
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度 (起)大 8. 2.27 内務部会計課

139 7
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度 (起)大 8. 2.28 内務部会計課

139 8
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度 (起)大 8. 2.28 内務部会計課

139 9
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度
(起)大 8. 3.28
(決)大 8. 3.28
(施)大 8. 3.28

内務部会計課

139 10
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　７年度 (起)大 8. 3.29 内務部会計課

139 11
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度 (起)大 8. 6. 9 内務部会計課

139 12
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度
(起)大 8. 7.12
(決)大 8. 7.12
(施)大 8. 7.18

内務部会計課

139 13
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度
(起)大 8.10. 4
(決)大 8.10. 4
(施)大 8.10. 4

内務部会計課

139 14
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度
(起)大 8.10. 4
(決)大 8.10. 4
(施)大 8.10. 4

内務部会計課

139 15
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度
(起)大 8.10. 4
(決)大 8.10. 4
(施)大 8.10. 4

内務部会計課

139 16
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度
(起)大 8.10.24
(決)大 8.10.24
(施)大 8.10.24

内務部会計課

92 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

139 17
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度
(起)大 8.12. 5
(決)大 8.12. 5
(施)大 8.12. 5

内務部会計課

139 18
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度
(起)大 9. 1. 6
(決)大 9. 1. 6
(施)大 9. 1. 6

内務部会計課

139 19
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度
(起)大 9. 2.12
(決)大 9. 2.14
(施)大 9. 2.14

内務部会計課

139 20
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　８年度 (起)大 9. 3.13 内務部会計課

139 21
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　９年度 (起)大 9. 4. 2 内務部会計課

139 22
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金交換方申出の
件

大正　９年度 (起)大 9.12. 2 内務部会計課

139 23
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　９年度 (起)大 9. 5.17 内務部会計課

139 24
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　９年度 (起)大 9. 6.21 内務部会計課

139 25
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　９年度
(起)大 9. 9.30
(決)大 9. 9.30
(施)大 9. 9.30

内務部会計課

139 26
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正　９年度 (起)大10. 2.24 内務部会計課

139 27
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金納付方申出の
件

大正１０年度
(起)大10. 6.15
(決)大10. 6.16

内務部会計課

139 28
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

保証金引換願 大正１０年度 (収)大10. 7.14
矢作水力株式会
社

139 29
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

保証金引換願 大正１０年度 (収)大10. 7.14
矢作水力株式会
社

139 30
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

発電用水利使用願いに対する保証金交換方申出の
件

大正１０年度 (起)大10.11.10 内務部会計課

139 31
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１２年度 (起)大12. 7.20 内務部会計課

139 32
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１２年度
(起)大12. 7.20
(決)大12. 7.21

内務部会計課

139 33
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

宮川筋発電用水利使用保証金受付の件 大正１２年度 (起)大12. 8.13 内務部会計課

139 34
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受付の件 大正１３年度
(起)大13. 9.12
(決)大13. 9.12

内務部会計課
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139 35
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受付の件 大正１４年度
(起)大14. 5.19
(決)大14. 5.20

内務部会計課

139 36
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１１年度
(起)大11. 9.28
(決)大11. 9.28

内務部会計課

139 37
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１１年度
(起)大12. 2.14
(決)大12. 2.15

内務部会計課

139 38
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１１年度
(起)大12. 2.14
(決)大12. 2.15

内務部会計課

139 39
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金提出方申出の件 大正１２年度
(起)大12. 5. 3
(決)大12. 5. 3

内務部会計課

139 40
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

天竜川発電用水利使用保証金交換方申出の件（東
邦電力株式会社）

大正１２年度 (起)大12.11.21 内務部会計課

139 41
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

天竜川発電用水利使用保証金交換方申出の件（東
邦電力株式会社）

大正１２年度 (起)大12.11.21 内務部会計課

139 42
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

大千瀬川発電用水利使用保証金提出方申出の件
（東邦電力株式会社）

大正１２年度
(起)大12.12.15
(決)大12.12.15

内務部会計課

139 43
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

大井川発電用水利使用保証金交換方申出の件（東
海紙料株式会社）

大正１３年度 (起)大13.12. 7 内務部会計課

139 44
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金追納の件 大正１３年度
(起)大13. 6.16
(決)大13. 6.16

内務部会計課

139 45
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１３年度
(起)大13. 8.23
(決)大13. 8.23

内務部会計課

139 46
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１３年度
(起)大13. 8.26
(決)大13. 8.26

内務部会計課

139 47
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金納入の件 大正１３年度
(起)大13.12.11
(決)大13.12.11

内務部会計課

139 48
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１３年度
(起)大13.12.22
(決)大13.12.22

内務部会計課

139 49
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１３年度
(起)大13.12.22
(決)大13.12.22

内務部会計課

139 50
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１３年度
(起)大14. 2.21
(決)大14. 2.21

内務部会計課

139 51
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１３年度
(起)大14. 3.10
(決)大14. 3.10

内務部会計課

139 52
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１３年度
(起)大14. 3.12
(決)大14. 3.12

内務部会計課
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139 53
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１３年度
(起)大14. 3.23
(決)大14. 3.23

内務部会計課

139 54
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１４年度
(起)大14. 5.19
(決)大14. 5.19

内務部会計課

139 55
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１４年度
(起)大14. 6.12
(決)大14. 6.12

内務部会計課

139 56
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１４年度
(起)大14. 6.26
(決)大14. 6.26

内務部会計課

139 57
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１４年度
(起)大14. 7.20
(決)大14. 7.21

内務部会計課

139 58
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１４年度
(起)大14. 8.19
(決)大14. 8.19

内務部会計課

139 59
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１４年度
(起)大14. 8.19
(決)大14. 8.19

内務部会計課

139 60
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１４年度
(起)大14. 9.12
(決)大14. 9.12

内務部会計課

139 61
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１４年度
(起)大14. 9.16
(決)大14. 9.16

内務部会計課

139 62
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１４年度 (起)大14.10.29 内務部会計課

139 63
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１４年度
(起)大14.12. 2
(決)大14.12. 2

内務部会計課

139 64
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１４年度 (起)大14.12.17 内務部会計課

139 65
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１５年度
(起)大15. 5.26
(決)大15. 5.26

内務部会計課

139 66
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１５年度 (起)大15. 6. 3 内務部会計課

139 67
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１５年度 (起)大15. 6.30 内務部会計課

139 68
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 大正１５年度
(起)大15. 7.23
(決)大15. 7.23

内務部会計課

139 69
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金差換の件 大正１５年度
(起)大15. 7.23
(決)大15. 7.23

内務部会計課

139 70
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 大正１５年度
(起)大15. 8. 2
(決)大15. 8. 2

内務部会計課
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139 71
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　元年度
(起)大15. 8. 5
(決)大15. 8. 5

内務部会計課

139 72
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　元年度
(起)大15.10.14
(決)大15.10.14

内務部会計課

139 73
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　元年度
(起)昭 2. 1.27
(決)昭 2. 1.27

内務部会計課

139 74
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　元年度
(起)昭 2. 2.28
(決)昭 2. 2.28

内務部会計課

139 75
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金交換の件 昭和　元年度
(起)昭 2. 3.16
(決)昭 2. 3.16

内務部会計課

139 76
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　２年度 (起)昭 2. 5.11 内務部会計課

139 77
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　２年度 (起)昭 2. 7.11 内務部会計課

139 78
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　２年度 (起)昭 2. 7.28 内務部会計課

139 79
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　２年度 (起)昭 2. 8.31 内務部会計課

139 80
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　２年度 (起)昭 2. 9.28 内務部会計課

139 81
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金差換の件 昭和　２年度 (起)昭 2. 9.22 内務部会計課

139 82
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証証券差換の件 昭和　２年度 内務部会計課

139 83
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金差換の件 昭和　２年度 (起)昭 2.11.17 内務部会計課

139 84
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金差換の件 昭和　２年度
(起)昭 2.11.29
(決)昭 2.11.29

内務部会計課

139 85
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金差換の件 昭和　２年度 (起)昭 2.11.30 内務部会計課

139 86
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金差換の件 昭和　２年度 (起)昭 2.12. 2 内務部会計課

139 87
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　２年度 (起)昭 3. 2.28 内務部会計課

139 88
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用出願保証金差換願 昭和　２年度 (収)昭 3. 3.28
東京電力株式会
社
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139 89
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用出願保証金差換願 昭和　２年度 (収)昭 3. 3.28
東京電力株式会
社

139 90
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用出願保証金差換願 昭和　２年度 (収)昭 3. 3.28
東京電力株式会
社

139 91
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用出願保証金差換願 昭和　２年度 (収)昭 3. 3.28
東京電力株式会
社

139 92
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　３年度 (起)昭 3. 6.21 内務部会計課

139 93
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　３年度 (起)昭 3. 6.19 内務部会計課

139 94
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　３年度 (起)昭 3. 6.19 内務部会計課

139 95
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　３年度 (起)昭 3. 6.28 内務部会計課

139 96
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　３年度 (起)昭 3. 6.28 内務部会計課

139 97
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　３年度 (起)昭 3. 8.13 内務部会計課

139 98
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　３年度 (起)昭 3. 9. 7 内務部会計課

139 99
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　３年度 (起)昭 3. 9.27 内務部会計課

139 100
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金代用有価証券差換願 昭和　３年度 (収)昭 3.10.31
東邦電力株式会
社

139 101
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

引換願 昭和　３年度 (収)昭 3.12.12
濱名水力電気株
式会社

139 102
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

保証金差換願 昭和　３年度 (収)昭 4. 1.16 （個人名）

139 103
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

保証金差換願 昭和　３年度 (収)昭 4. 1.16 （個人名）

139 104
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

保証金差換願 昭和　３年度 (収)昭 4. 1.16 （個人名）

139 105
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

保証金差換願 昭和　３年度 (収)昭 4. 1.16 （個人名）

139 106
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

保証金差換願 昭和　３年度 (収)昭 4. 1. 9 （個人名）
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139 107
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度 (起)昭 4. 5. 1 内務部会計課

139 108
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

河内川河水使用保証金差換納付願 昭和　４年度 (収)昭 4. 4.30
天竜川電力株式
会社

139 109
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用願保証金変換受入の件 昭和　４年度 (起)昭 4. 5. 1 内務部会計課

139 110
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用出願保証金差替願 昭和　４年度 (収)昭 4. 5. 1
大井川電力株式
会社

139 111
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用出願保証金差替願 昭和　４年度 (収)昭 4. 5. 1
大井川電力株式
会社

139 112
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金変換の件 昭和　４年度 (起)昭 4. 4.22 内務部会計課

139 113
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

納付書 昭和　４年度 (収)昭 4. 4.22
芝川電力株式会
社

139 114
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度 (起)昭 4. 6.18 内務部会計課

139 115
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

保証金差替願 昭和　４年度 (収)昭 4. 6.17
河津川水力電気
株式会社

139 116
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金納付会社名変更の件 昭和　４年度 (起)昭 4. 6.10 内務部会計課

139 117
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金納付人名義変更通知の件 昭和　４年度 (起)昭 4. 6.10 内務部会計課

139 118
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金還付の件 昭和　４年度
(起)昭 4. 7. 1
(決)昭 4. 7. 1

内務部会計課

139 119
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4. 7. 2
(決)昭 4. 7. 2

内務部会計課

139 120
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金還付の件 昭和　４年度 (起)昭 4. 8. 2 内務部会計課

139 121
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金下戻しの件 昭和　４年度
(起)昭 4. 7.15
(施)昭 4. 7.20

内務部会計課

139 122
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金下戻しの件 昭和　４年度
(起)昭 4. 6.27
(決)昭 4. 6.29
(施)昭 4. 7. 1

内務部会計課

139 123
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金下戻しの件 大正１３年度 (起)大13.12. 9 内務部会計課

139 124
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金下戻しの件 昭和　３年度 (起)昭 3. 4.30 内務部会計課
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139 125
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

政府保管公債証書の払渡に関する件 昭和　３年度
(起)昭 3.12.15
(決)昭 3.12.15
(施)昭 3.12.15

内務部会計課

139 126
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利権者の件 昭和　３年度 (起)昭 3.11.23 内務部会計課

139 127
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

本店所在地並びに代表者変更届 昭和　３年度 (収)昭 3. 5.24
矢作水力株式会
社

139 128
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金納付者名義変更の件 昭和　２年度 (起)昭 3. 3. 8 内務部会計課

139 129
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4. 8.14
(決)昭 4. 8.14

内務部会計課

139 130
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金納付者名義変更の件 昭和　４年度
(起)昭 4. 8.16
(決)昭 4. 8.16
(施)昭 4. 8.16

内務部会計課

139 131
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

政府保管有価証券払渡請求書 昭和　４年度 (収)昭 4. 6.  黒崎電気製作所

139 132
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金に関する件 昭和　４年度
(起)昭 4. 8. 9
(決)昭 4. 8. 9
(施)昭 4. 8. 9

内務部会計課

139 133
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金に関する件 昭和　４年度
(起)昭 4. 7.10
(決)昭 4. 7.10
(施)昭 4. 7.10

内務部会計課

139 134
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金下戻の件 昭和　４年度
(起)昭 4. 6.25
(決)昭 4. 6.25
(施)昭 4. 6.25

内務部会計課

139 135
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金下戻の件 大正１３年度 (起)大13.11.12 内務部会計課

139 136
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4. 9.11
(決)昭 4. 9.11

内務部会計課

139 137
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4. 9.30
(決)昭 4. 9.30

内務部会計課

139 138
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金納付者名義変更の件 昭和　４年度
(起)昭 4.10.10
(決)昭 4.10.10
(施)昭 4.10.11

内務部会計課

139 139
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金還付に関する件 昭和　４年度 (起)昭 4.10.11 内務部会計課

139 140
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4.10.21
(決)昭 4.10.21

内務部会計課

139 141
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金還付の件 昭和　４年度 (起)昭 4.11. 7 内務部会計課

139 142
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金納付者代表者変更の件 昭和　４年度 (起)昭 4.11. 7 内務部会計課
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139 143
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4.11.12
(決)昭 4.11.12

内務部会計課

139 144
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4.11.21
(決)昭 4.11.21

内務部会計課

139 145
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金権利者追加の件 昭和　４年度
(起)昭 4.12.11
(決)昭 4.12.11

内務部会計課

139 146
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金納付者名義変更の件 昭和　４年度
(起)昭 4.12.11
(決)昭 4.12.11
(施)昭 4.12.12

内務部会計課

139 147
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4.12.15
(決)昭 4.12.15

内務部会計課

139 148
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 4.12.26
(決)昭 4.12.26

内務部会計課

139 149
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金還付に関する件 昭和　４年度
(起)昭 5. 1. 9
(決)昭 5. 1. 9

内務部会計課

139 150
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金証券引換え承認の件 昭和　４年度
(起)昭 5. 2. 8
(決)昭 5. 2. 8

内務部会計課

139 151
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金変換受入の件 昭和　４年度 (起)昭 5. 3. 3 内務部会計課

139 152
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 5. 3.10
(決)昭 5. 3.10

内務部会計課

139 153
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　４年度
(起)昭 5. 3.10
(決)昭 5. 3.10

内務部会計課

139 154
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金還付の件 昭和　４年度 (起)昭 5. 3.12 内務部会計課

139 155
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金代用有価証券差換願 昭和　５年度 (収)昭 5. 4. 1
東邦電力株式会
社

139 156
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証有価証券引換え承認の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 4. 4
(決)昭 5. 4. 4
(施)昭 5. 4. 4

内務部会計課

139 157
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金還付の件 昭和　５年度 (起)昭 5. 4. 1 内務部会計課

139 158
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金権利者異動の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 4.28
(決)昭 5. 4.28

内務部会計課

139 159
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金証券引換え承認の件 昭和　５年度 (起)昭 5. 4.28 内務部会計課

139 160
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

政府保管有価証券取扱主任官印章改印の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 5. 5
(決)昭 5. 5. 5
(施)昭 5. 5. 5

内務部会計課
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139 161
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　５年度 (起)昭 5. 6.13 内務部会計課

139 162
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 6.25
(決)昭 5. 6.25

内務部会計課

139 163
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 6.25
(決)昭 5. 6.25

内務部会計課

139 164
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金権利者変更の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 7. 9
(決)昭 5. 7. 9
(施)昭 5. 7. 9

内務部会計課

139 165
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金権利者名義変更の件 大正１１年度
(起)大11. 4.17
(施)大11. 4.18

内務部会計課

139 166
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

印鑑証明の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 6.17
(決)昭 5. 6.17

内務部会計課

139 167
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

代表者異動の件 昭和　５年度 (起)昭 5. 7.14 内務部会計課

139 168
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金受入の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 7.24
(決)昭 5. 7.24

内務部会計課

139 169
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

印鑑証明の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 7.28
(決)昭 5. 7.28
(施)昭 5. 7.28

内務部会計課

139 170
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

代表者異動の件 昭和　５年度 (起)昭 5. 8.25 内務部会計課

139 171
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

水利使用保証金権利者名義変更の件 昭和　５年度
(起)昭 5. 8.29
(決)昭 5. 8.29
(施)昭 5. 8.29

総務部会計課

139 172
水利使用保証金関係書類（有価証
券）壹号

期満失効年月日に関する件 昭和　５年度
(起)昭 5.10.15
(決)昭 5.10.15
(施)昭 5.10.15

総務部会計課

140 1
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（賀茂郡中川村地内中
川水系中川筋発電用水）

昭和１０年度 (起)昭10. 8. 8 総務部会計課

140 2
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（賀茂郡仁科村地内仁
科川水系白川筋発電用水）

昭和１０年度 (起)昭10. 8. 8 総務部会計課

140 3
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金上納者所在地変更ノ件通知 昭和１０年度
(起)昭10. 9.  
(施)昭10. 9. 7

総務部会計課

140 4
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（賀茂郡上河津村地内
河津川筋発電用水）

昭和１０年度 (起)昭10. 9.25 総務部会計課

140 5
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金受入ノ件伺（賀茂郡仁科村地内仁科川筋発
電用水）

昭和１０年度 (起)昭10. 9.25 総務部会計課

140 6
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（周智郡水窪町地内天
竜川水系気田川発電用水）

昭和１０年度 (起)昭10.10.11 総務部会計課
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140 7
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１０年度 (起)昭10.10.31 総務部会計課

140 8
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（賀茂郡仁科村地内本
谷川用水）

昭和１０年度 (起)昭10.10.31 総務部会計課

140 9
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

発電用水利使用出願保証金差替願（東邦電力株式
会社天竜川水系水利）

昭和１０年度 (収)昭10.11.28
東邦電力株式会
社

140 10
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

発電用水利使用保証金差替書（東海紙料株式会社
大井川渓流域発電用水）

昭和１０年度 (収)昭10.11.28
東海紙料株式会
社

140 11
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（安倍郡井川村地内大
井川源流域発電用水）

昭和１０年度 (起)昭10.12. 6 総務部会計課

140 12
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用出願保証金差替願（大井川電力株式会社
大井川筋水利）

昭和１０年度 (収)昭10.12.13
大井川電力株式
会社

140 13
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用出願保証金差替願（大井川電力株式会社
大井川筋水利）

昭和１０年度 (収)昭10.12.13
大井川電力株式
会社

140 14
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（中部電力株式会社磐田郡山香村地
内第二西渡発電所用水）

昭和１０年度 (収)昭10.12.17
中部電力株式会
社

140 15
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（中部電力株式会社周智郡水窪町地
内水窪発電所用白倉川外三川）

昭和１０年度 (収)昭10.12.17
中部電力株式会
社

140 16
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（中部電力株式会社水窪町地内及城
西村地内城西発電所用水窪川水利）

昭和１０年度 (収)昭10.12.17
中部電力株式会
社

140 17
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（中部電力株式会社周智郡水窪町地
内爾久頭発電所用水）

昭和１０年度 (収)昭10.12.17
中部電力株式会
社

140 18
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（大同電力株式会社天竜川秋葉第二
水力河水）

昭和１０年度 (収)昭10.12.19
大同電力株式会
社

140 19
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（大同電力株式会社天竜川秋葉第一
水力河水）

昭和１０年度 (収)昭10.12.19
大同電力株式会
社

140 20
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（賀茂郡宇久須村地内
宇久須川発電用水）

昭和１０年度 (起)昭10.12.19 総務部会計課

140 21
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（賀茂郡仁科村地内仁
科川筋発電用水）

昭和１０年度 (起)昭10.12.23 総務部会計課

140 22
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（河津川水力電気株式会社仁科川筋
発電水利）

昭和１０年度 (収)昭10.12.23
河津川水力電気
株式会社

140 23
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（賀茂郡仁科村地内仁
科川筋発電用水）

昭和１０年度 (起)昭10.12.23 総務部会計課

140 24
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

利札書証券引替ノ件（大瀧電気株式会社） 昭和１０年度 (起)昭10.11.25 総務部会計課
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140 25
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（富士郡白糸村地内芝
川支流大蔵川筋発電用水）

昭和１０年度 (起)昭11. 2.15 総務部会計課

140 26
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

利札書証券引替ノ件（東邦電力株式会社） 昭和１０年度 (起)昭11. 3.19 総務部会計課

140 27
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

政府保管有価証券受領証書（王子製紙株式会社） 昭和１１年度 (施)昭11. 4. 6 総務部会計課

140 28
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入ノ件伺（富士郡芝富村地内富
士川水系富士川発電用水）

昭和１１年度 (起)昭11. 4. 6 総務部会計課

140 29
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用願保証金ニ関スル件（天竜電気株式会
社）

昭和１０年度
(起)昭11. 3.26
(施)昭11. 3.27

総務部会計課

140 30
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券引替ノ件（三方原水力電気株式会
社）

昭和１１年度 (起)昭11. 4.23 総務部会計課

140 31
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

政府保管有価証券受入ニ関スル件（王子製紙株式
会社）

昭和１１年度 (起)昭11. 4.30 総務部会計課

140 32
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（静岡市両替町　（個人
名））

昭和１１年度 (起)昭11. 5.13 総務部会計課

140 33
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金還付方ノ件（長島水電利用組合） 昭和１１年度 (起)昭11. 5.19 総務部会計課

140 34
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

政府保管有価証券受領証書（大同電力株式会社） 昭和１１年度 (施)昭11. 5.29 総務部会計課

140 35
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

政府保管有価証券受領証書（大同電力株式会社） 昭和１１年度 (施)昭11. 5.29 総務部会計課

140 36
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

政府保管有価証券受領証書（大同電力株式会社） 昭和１１年度 (施)昭11. 5.29 総務部会計課

140 37
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

利札書証券引替ノ件通知（中部電力株式会社） 昭和１１年度
(起)昭11. 5. 6
(施)昭11. 5. 9

総務部会計課

140 38
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

利札書証券引替承認ノ件（中部電力株式会社） 昭和１１年度 (起)昭11. 4. 2 総務部会計課

140 39
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

利札書証券引替ノ件通知（東京電灯株式会社） 昭和１１年度 (起)昭11. 5.29 総務部会計課

140 40
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

利札書証券引替ニ関スル件（東京電灯株式会社） 昭和１１年度 (起)昭11. 5. 8 総務部会計課

140 41
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用出願保証金払戻請求書（富士川電力株式
会社）

昭和１１年度 (収)昭11. 6.10
富士川電力株式
会社

140 42
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（中部電力株式会社） 昭和１１年度 (収)昭11. 6.15
中部電力株式会
社

103 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

140 43
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金権利者名義変更ノ件通知 昭和１１年度
(起)昭11. 6.15
(施)昭11. 6.15

総務部会計課

140 44
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用出願保証金還付請求書（王子製紙電力株
式会社）

昭和１１年度 (収)昭11. 7.10
王子製紙電力株
式会社

140 45
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

発電用水利使用保証金下戻方ノ件 昭和１１年度 (収)昭11. 8. 3 河港課長

140 46
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用出願保証金払戻請求書（東京電灯株式会
社）

昭和１１年度 (収)昭11. 9.21
東京電灯株式会
社

140 47
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用出願保証金払戻請求書（東京電灯株式会
社）

昭和１１年度 (収)昭11. 9.21
東京電灯株式会
社

140 48
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用出願保証金差替願（大井川電力株式会
社）

昭和１１年度 (収)昭11.10. 1
大井川電力株式
会社

140 49
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（中部電力株式会社、気
田川筋水利）

昭和１１年度 (起)昭11.10.16 総務部会計課

140 50
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（豆州金山株式会社、狩
野川水利）

昭和１１年度 (起)昭11.12.26 総務部会計課

140 51
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用出願保証金払戻請求書 昭和１１年度 (収)昭11.12.17 （個人名）

140 52
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金還付方ノ件（大井川電力株式会社） 昭和１１年度 (収)昭11.12.24 河港課長

140 53
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（王子製紙株式会社、富
士川水系稲子発電用水）

昭和１１年度 (起)昭12. 3. 4 総務部会計課

140 54
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券還付ニ関スル件（（個人名）ほか、
芝川筋発電用水利）

昭和１１年度 (起)昭12. 3. 9 総務部会計課

140 55
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用権保証金ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11.11.27
(施)昭11.12. 1

総務部会計課

140 56
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用権保証金ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11.10. 1
(施)昭11.10. 3

総務部会計課

140 57
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用権保証金ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 6.16
(施)昭11. 6.17

総務部会計課

140 58
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用権保証金ニ関スル件 昭和　４年度
(起)昭 4. 6.25
(施)昭 4. 6.25

内務部会計課

140 59
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金下戻ノ件 大正１５年度 (起)大15. 5. 5 内務部会計課

140 60
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金権利者変更ノ件通知（大井川電力
株式会社）

昭和１２年度
(起)昭12. 6. 4
(施)昭12. 6. 5

総務部会計課
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140 61
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

代表者変更届ニ関スル件（富士川電力株式会社） 昭和１２年度
(起)昭12. 6.19
(施)昭12. 6.21

総務部会計課

140 62
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

代表者変更届ニ関スル件（富士川電力株式会社） 昭和１２年度
(起)昭12. 6.22
(施)昭12. 6.24

総務部会計課

140 63
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（伊豆水力電気株式会
社、白田川第一発電所発電用水利）

昭和１２年度 (起)昭12. 8.27 総務部会計課

140 64
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金納付者名義変更ノ件通知（東邦電
力株式会社）

昭和１２年度
(起)昭12. 9.22
(施)昭12. 9.22

総務部会計課

140 65
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

政府保管有価証券請求書（富士電力株式会社） 昭和１２年度 (収)昭12.11.11
富士電力株式会
社

140 66
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

有価証券提出人名義及印鑑変更ノ件通知（中部電
力から東邦電力へ）

昭和１２年度
(起)昭12.12. 2
(施)昭12.12. 2

総務部会計課

140 67
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金名義者及印鑑変更ノ件（東邦電力
株式会社）

昭和１２年度
(起)昭12.11.15
(施)昭12.11.16

総務部会計課

140 68
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

住所変更届ニ関スル件（日本産業株式会社） 昭和１２年度
(起)昭12.12. 2
(施)昭12.12. 3

総務部会計課

140 69
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

矢作水力株式会社出願天竜川筋発電用水利使用ニ
関スル件

昭和１２年度 (収)昭13. 1.17 河港課長

140 70
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

委任状証明ノ件 昭和１２年度 (起)昭13. 1.17 総務部会計課

140 71
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（大同電力株式会社、天
竜川秋葉第二水力河水）

昭和１３年度 (起)昭13. 4.21 総務部会計課

140 72
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用ニ関スル保証金還付ノ件（富士電力株式
会社）

昭和１３年度 (収)昭13. 5. 9 河港課長

140 73
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

代表者変更届ニ関スル件通知（東海紙料株式会
社）

昭和１３年度
(起)昭13. 5.30
(施)昭13. 5.31

総務部会計課

140 74
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

伺（天竜川筋発電水利使用願保証金の還付、三重
県松阪市　（個人名））

昭和１３年度 (起)昭13. 6.25 総務部会計課

140 75
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

伺（公債証書の預リ証交付） 昭和　８年度
(起)昭 8. 7. 1
(決)昭 8. 7. 1
(施)昭 8. 7. 1

総務部会計課

140 76
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金還付ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8. 6.30 総務部会計課

140 77
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用権利用並ニ住所変更ノ件（日本産業株式
会社から満州重工業開発株式会社）

昭和１３年度
(起)昭13. 7. 2
(施)昭13. 7. 5

総務部会計課

140 78
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１３年度 (収)昭13. 7.29 河港課長

105 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

140 79
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金権利者名義変更ノ件（富士製紙工
業組合）

昭和１３年度
(起)昭13. 7.30
(施)昭13. 8. 3

総務部会計課

140 80
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（東海紙料株式会社、安
倍郡井川村地内第一発電所水利）

昭和１３年度 (起)昭13. 8.13 総務部会計課

140 81
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（東海紙料株式会社、安
倍郡井川村地内第三発電所水利）

昭和１３年度 (起)昭13. 8.13 総務部会計課

140 82
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（東海紙料株式会社、安
倍郡井川村地内第５発電所水利）

昭和１３年度 (起)昭13. 8.13 総務部会計課

140 83
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（伊豆水力電気株式会
社、賀茂郡城東村地内白田川筋発電用水利）

昭和１３年度 (起)昭13. 8.18 総務部会計課

140 84
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

気田川外二川発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１３年度 (収)昭13. 8.24 河港課長

140 85
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件伺（伊豆水力電気株式会
社、賀茂郡城東村地内堰口川・川久保川筋発電用
水利）

昭和１３年度 (起)昭13. 9.12 総務部会計課

140 86
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（東邦電力株式会社、天竜川筋滝川
発電用水利）

昭和１３年度 (収)昭13.10.31
東邦電力株式会
社

140 87
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（東邦電力株式会社、大入川及び振
草川筋発電用水利）

昭和１３年度 (収)昭13.10.31
東邦電力株式会
社

140 88
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（東邦電力株式会社、天竜川筋龍山
第一水力発電用水利）

昭和１３年度 (収)昭13.10.31
東邦電力株式会
社

140 89
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（東邦電力株式会社、天竜川筋山室
発電用水利）

昭和１３年度 (収)昭13.10.31
東邦電力株式会
社

140 90
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金還付方ノ件（東邦電力株式会社） 昭和１３年度 (収)昭13.10.30 河港課長

140 91
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

製材用水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１３年度 (収)昭13.11.30 河港課長

140 92
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

印鑑変更ニ関スル件（仲安梅吉） 昭和１３年度 (起)昭13.11.30 総務部会計課

140 93
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金納付書（東海紙料株式会社、大井川筋笹間
渡発電所水利）

昭和１３年度 (収)昭13.12.  
東海紙料株式会
社

140 94
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保証金差替願（三方原水力電気株式会社） 昭和１３年度 (収)昭14. 1.18
三方原水力電気
株式会社

140 95
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

保管有価証券受入ノ件（東京電灯株式会社、富士
川水系芝川）

昭和１３年度 (起)昭14. 1.26 総務部会計課

140 96
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

水利使用保証金受入人変更ニ関スル件（王子製紙
株式会社）

昭和１３年度 (起)昭14. 3.16 総務部会計課
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140 97
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

富士川発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１３年度 (収)昭14. 3.16 河港課長

140 98
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

王子製紙株式会社富士川筋発電用水利使用ニ関ス
ル保証金還付方ノ件

昭和１４年度 (収)昭14. 4.10 河港課長

140 99
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その１）

寸又川外四川発電用水利使用ニ関スル保証金還付
方ノ件

昭和１４年度 (収)昭14. 5. 4 河港課長

141 1
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

保証金還付ノ件（富士電力株式会社） 昭和１４年度 (起)昭14. 5.18 総務部会計課 ○

141 2
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有價證券下戻請求書 昭和１４年度
富士電力株式会
社 ○

141 3
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

寸又川発電用水利使用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１４年度 (収)昭14. 5.18 河港課長 ○

141 4
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

保証金差換ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14. 5.18 河港課長 ○

141 5
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券払込人名義変更ノ件通知（大同
電力から日本発送電へ）

昭和１４年度
(起)昭14. 5.30
(施)昭14. 5.30

総務部会計課 ○

141 6
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金還付ノ件（日本発送電株式会社、
天竜川筋水利）

昭和１４年度 (起)昭14. 5.30 総務部会計課 ○

141 7
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

保管金受入伺（振興電気工業所） 昭和１４年度 (起)昭14. 5.25 総務部会計課 ○

141 8
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

利札書証券引替請求ニ対シ承認ノ件（東海紙料株
式会社、矢作水力株式会社）

昭和１４年度 (起)昭14. 6.19 総務部会計課 ○

141 9
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金還付ノ件（大井川電力株式会社） 昭和１４年度 (起)昭14. 7.11 総務部会計課 ○

141 10
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証権引替請求承認ノ件
（東邦電力株式会社）

昭和１４年度 (起)昭14. 8.19 総務部会計課 ○

141 11
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替請求承認ノ件
（伊東水力電気株式会社）

昭和１４年度
(起)昭14. 8. 2
(施)昭14. 8. 2

総務部会計課 ○

141 12
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

保証金個人名義変更ノ件通知（富士川電力から日
本軽金属へ）

昭和１４年度
(起)昭14. 9. 4
(施)昭14. 9. 5

総務部会計課 ○

141 13
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金受入ノ件伺（東海紙料株式会社、
大井川筋発電水利）

昭和１４年度 (起)昭14.10. 9 総務部会計課 ○

141 14
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券受入ノ件（日本軽金属株式会
社、富士川支川芝川筋発電用水利）

昭和１４年度 (起)昭14. 9.22 総務部会計課 ○

141 15
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券振込人名義変更方ノ件（三光紡
績株式会社）

昭和１４年度 (起)昭14.10. 2 総務部会計課 ○
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141 16
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券振込人名義変更方ノ件（日本軽
金属株式会社）

昭和１４年度 (起)昭14.10.11 総務部会計課 ○

141 17
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金受入ノ件（太田貞治、天竜川水系
澤丸川発電水利）

昭和１４年度 (起)昭14.11.15 総務部会計課 ○

141 18
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

契約保証金還付ノ件（振興電気工業所） 昭和１４年度 (起)昭14.11.16 総務部会計課 ○

141 19
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

代表者変更ノ件通知（川根電力索道株式会社） 昭和１４年度 (起)昭14.11.30 総務部会計課 ○

141 20
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金還付ノ件（川根電力索道株式会
社）

昭和１４年度 (起)昭14.11.30 総務部会計課 ○

141 21
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金受入ノ件（大昭和製紙株式会社） 昭和１４年度 (起)昭14.12. 6 総務部会計課 ○

141 22
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替承認ノ件（矢作
水力株式会社、天竜水力株式会社）

昭和１４年度 (起)昭14.12.13 総務部会計課 ○

141 23
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金受入ノ件（（個人名）） 昭和１４年度 (起)昭15. 2.17 総務部会計課 ○

141 24
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金受入ノ件（（個人名）） 昭和１４年度 (起)昭15. 2.17 総務部会計課 ○

141 25
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替承認ノ件 昭和１４年度 (起)昭14.12.28 総務部会計課 ○

141 26
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替承認ノ件（静岡
酒類ほか）

昭和１４年度 (起)昭14.12.26 総務部会計課 ○

141 27
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替承認ノ件（磐田
電力株式会社ほか）

昭和１４年度 (起)昭14.12.13 総務部会計課 ○

141 28
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替承認ノ件（河津
川水力電気株式会社）

昭和１４年度 (起)昭15. 2. 3 総務部会計課 ○

141 29
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替承認ノ件 昭和１４年度 (起)昭15. 2. 3 総務部会計課 ○

141 30
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替承認ノ件（王子
製紙株式会社）

昭和１４年度
(起)昭15. 2.12
(施)昭15. 2.12

総務部会計課 ○

141 31
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券利札書証券引替請求ニ対スル承
認ノ件（日本軽金属株式会社ほか）

昭和１４年度 (起)昭15. 3.30 総務部会計課 ○

141 32
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金受入ノ件（（個人名）） 昭和１４年度 (起)昭15. 3.18 総務部会計課 ○

141 33
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金還付ノ件（満州重工業開発株式会
社）

昭和１５年度 (起)昭15. 4. 1 総務部会計課 ○
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141 34
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

代表者変更ノ件通知（狩野川電力株式会社） 昭和１５年度 (起)昭15. 6.12 総務部会計課 ○

141 35
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券受入ノ件（日本軽金属株式会
社、安倍郡井川村地内大井川筋発電用水利）

昭和１５年度 (起)昭15.11.18 総務部会計課 ○

141 36
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券受入ノ件（日本軽金属株式会
社、榛原郡上川根村地内大井川筋発電用水利）

昭和１５年度 (起)昭15.11.18 総務部会計課 ○

141 37
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券受入ノ件（日本軽金属株式会
社、安倍郡井川村地内大井川筋発電用水利）

昭和１５年度 (起)昭15.11.18 総務部会計課 ○

141 38
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金名義変更ノ件（東邦電力株式会
社）

昭和１５年度
(起)昭15.11.29
(施)昭15.11.30

総務部会計課 ○

141 39
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金還付ノ件（足利電気工業合資会
社、馬伏川外二川水利）

昭和１５年度 (起)昭15.11.27 総務部会計課 ○

141 40
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

社名変更並破産通知ノ件（足柄電絨合資会社から
足利電化工業合資会社へ）

昭和１５年度
(起)昭15.11.15
(施)昭15.11.19

総務部会計課 ○

141 41
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用権並ニ該保証金ニ関スル件（足柄電絨合
資会社）

昭和　９年度 (起)昭10. 2.23 総務部会計課 ○

141 42
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金ニ関スル件（足柄電絨合資会社） 昭和　９年度 (起)昭 9.12.18 内務部会計課 ○

141 43
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

供覧（足柄電絨合資会社出願足柄村地内馬伏川外
二川発電用水利使用二関スル催告書）

昭和　９年度 (起)昭 9.12.10 内務部会計課 ○

141 44
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金債務差押及引渡命令ニ関スル件
（足柄電絨合資会社、即時抗告）

昭和　９年度 (起)昭 9.12. 3 内務部会計課 ○

141 45
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

即時抗告ニ関スル件 昭和　９年度
(起)昭 9.11.28
(施)昭 9.11.28

内務部会計課 ○

141 46
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金債権差押及引渡命令ニ関スル件
（足柄電絨合資会社、保証金引き渡し命令）

昭和　９年度 (起)昭 9.11.26 内務部会計課 ○

141 47
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金債権差押ニ関スル件（足柄電絨合
資会社、保証金差押命令）

昭和　９年度
(起)昭 9.11.17
(施)昭 9.11.21

内務部会計課 ○

141 48
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

債権差押命令書返戻ノ件（足柄電絨合資会社） 昭和　９年度
(起)昭 9.11. 5
(施)昭 9.11. 6

内務部会計課 ○

141 49
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

印鑑証明送付ノ件（日本軽金属株式会社） 昭和１５年度
(起)昭15.12. 4
(施)昭15.12. 9

内務部会計課 ○

141 50
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

水利使用保証金ニ関スル件（矢作水力株式会社） 昭和１５年度
(起)昭15.12. 9
(施)昭15.12.12

内務部会計課 ○

141 51
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

印鑑証明提出方ノ件（矢作水力株式会社） 昭和１５年度
(起)昭15.12. 3
(施)昭15.12. 4

内務部会計課 ○
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141 52
水利使用保証金関係書類（有価証
券）弐号（その２）

政府保管有価証券受入ノ件（（個人名）ほか１
人、駿東郡足柄村地内佐野川外二川発電用水利）

昭和１５年度 (起)昭15.12.26 内務部会計課 ○

142 1 第一類第一種官報報告関係書類 各郡官報報告委員ヲ置ノ件 明治１７年度
(起)明17. 3.25
(決)明17. 3.28
(施)明17. 4. 8

内務部第一課 ○

142 2 第一類第一種官報報告関係書類 官報掲載書類取調ベノ件 明治１６年度
(起)明16. 5.15
(決)明16. 5.15
(施)明16. 5.16

内務部第一課 ○

142 3 第一類第一種官報報告関係書類 文書局、質問ノ件 明治１６年度
(起)明16. 5.17
(決)明16. 5.17
(施)明16. 5.18

内務部第一課 ○

142 4 第一類第一種官報報告関係書類 官報原稿ニ関スル件 明治１７年度
(起)明17. 6.11
(決)明17. 6.13

内務部第一課 ○

142 5 第一類第一種官報報告関係書類 管下ヘ告示ノ義ニ付進達ノ件 明治１６年度
(起)明16. 5.25
(決)明16. 5.25
(施)明16. 5.30

内務部第一課 ○

142 6 第一類第一種官報報告関係書類 官報告ノ件ニ付達ノ件 明治１６年度
(起)明16. 6.21
(決)明16. 6.21
(施)明16. 6.23

内務部第一課 ○

142 7 第一類第一種官報報告関係書類 官報業行ニ付宮内省告示書類頒布廃止ノ件 明治１６年度
(起)明16. 6.27
(決)明16. 6.27
(施)明16. 6.27

内務部第一課 ○

142 8 第一類第一種官報報告関係書類 官報登載之際手続ノ件 明治１６年度 (施)明16. 6.27 庶務課 ○

142 9 第一類第一種官報報告関係書類 官報原稿ノ義通牒ノ件 明治１６年度 (施)明16. 7.14 庶務課 ○

142 10 第一類第一種官報報告関係書類 官報用紙刷立ノ件ニ付通牒 明治１６年度 (起)明16. 7.14 庶務課 ○

142 11 第一類第一種官報報告関係書類 引佐、麁玉郡長伺書ニ対シ指令ノ件 明治１６年度
(起)明16. 8.11
(施)明16. 8.15

庶務課 ○

142 12 第一類第一種官報報告関係書類 傅染病患者官報掲載ノ件ニ付照会 明治１６年度
(起)明16. 7.18
(決)明16. 7.18
(施)明16. 7.19

庶務課 ○

142 13 第一類第一種官報報告関係書類 官報登載正誤ノ件ニ付通牒 明治１６年度
(起)明16.10.19
(決)明16.10.19
(施)明16.10.19

庶務課 ○

142 14 第一類第一種官報報告関係書類 秦仁官次上官吏出入ヲ官報登載之件ニ付通牒 明治１６年度 (起)明17. 1.19 庶務課 ○

142 15 第一類第一種官報報告関係書類
不動産公証刷印簿調整並ニ国税諸鑑札免許状紛遺
失官報登載ノ件通知ニ付回答

明治１６年度
(起)明17. 3. 3
(決)明17. 3. 6
(施)明17. 3. 7

静岡縣令 ○

142 16 第一類第一種官報報告関係書類 官報々告事項ノ儀ニ付文書局ヨリ照会ニ付通牒 明治１７年度 (施)明17. 4.11 内務部第一課 ○

142 17 第一類第一種官報報告関係書類
陸軍々隊行軍演習ニ係ル事項官報登載ノ件ニ付文
書局ヨリ照会

明治１７年度 (収)明18. 2.23 太政官文書局 ○
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142 18 第一類第一種官報報告関係書類
官報公報欄内、報告方ノ儀ニ付文書局ヨリ通牒ニ
付進達

明治１８年度
(起)明18. 3.24
(決)明18. 4. 4
(施)明18. 4. 6

庶務課 ○

142 19 第一類第一種官報報告関係書類 各府縣ニテ施行セル褒賞事項掲載ノ件ニ付通牒 明治１７年度 (収)明18. 3.30 太政官文書局 ○

142 20 第一類第一種官報報告関係書類
郡区役所ニテ官報購読並ニ公報登載方ノ件ニ付照
会ニ付通牒

明治１８年度
(起)明18. 5.28
(決)明18. 5.29
(施)明18. 5.29

庶務課 ○

142 21 第一類第一種官報報告関係書類 官吏懲戒ニ関スル事項ノ件ニ付文書局ヨリ通牒 明治１８年度 (収)明18. 6. 5 太政官文書局 ○

142 22 第一類第一種官報報告関係書類
仝上（官吏懲戒ニ関スル事項ノ件ニ付文書局ヨリ
通牒）取消之件ニ付文書局ヨリ通帳

明治１８年度 (収)明18. 9.22 太政官文書局 ○

142 23 第一類第一種官報報告関係書類
徴兵相当者失踪者官報掲載有スルノ件ニ付仝局
（太政官文書局）ヨリ通牒

明治１８年度 (収)明18. 7.13 太政官文書局 ○

142 24 第一類第一種官報報告関係書類
官報掲載スベキ年号ノ件仝局（太政官文書局）ヨ
リ通牒

明治１８年度 (収)明18. 7.13 太政官文書局 ○

142 25 第一類第一種官報報告関係書類
外国軍艦出入港ノ事項掲載ノ件ニ付仝局（太政官
文書局）ヨリ報告ノ件

明治１８年度 (収)明18. 8.29 太政官文書局 ○

142 26 第一類第一種官報報告関係書類 官報掲載ヲ要スル緊急ノ事項取扱ノ件ニ付通牒 明治１８年度
(起)明18.10. 1
(決)明18.10. 2
(施)明18.10. 3

庶務課 ○

142 27 第一類第一種官報報告関係書類 府県公報官報掲載手数料ニ付通牒 明治１８年度
(起)明18.10.12
(施)明18.10.13

庶務課 ○

142 28 第一類第一種官報報告関係書類 傳染病ニ係スル事項手続ノ件 明治１８年度 (収)明18.11.17 太政官文書局 ○

142 29 第一類第一種官報報告関係書類 文書局ヨリ照会ニ対シ回答 明治１８年度
(起)明18.11.22
(決)明18.12. 3
(施)明18.12. 4

静岡縣令 ○

142 30 第一類第一種官報報告関係書類 官報仝告事項細目ノ件ニ付回答 明治１８年度
(起)明18.12.23
(決)明18.12.26
(施)明18.12.28

静岡縣令 ○

142 31 第一類第一種官報報告関係書類 官報諸事項報告書式ノ件 明治１９年度 (施)明19. 4.30 官報報告主任 ○

142 32 第一類第一種官報報告関係書類 傳染病患者ニ係ル官報掲載ノ件 明治１９年度 (施)明19. 5.25 官報報告主任 ○

142 33 第一類第一種官報報告関係書類 農作物之景況其他ノ件ニ付文書局ヨリ照会 明治１９年度 (収)明19. 6.17 内閣官房局 ○

142 34 第一類第一種官報報告関係書類 官報々報告委員、通牒ノ件 明治１９年度 (施)明19. 7. 5 官報報告主任 ○

142 35 第一類第一種官報報告関係書類 華族世襲財産広告ノ件ニ付文書局ヨリ照会 明治１９年度 (収)明19. 9.30 内閣官房局 ○
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142 36 第一類第一種官報報告関係書類 府県令緊急事項登載ノ件ニ付各委員通牒 明治１９年度 (施)明19.10.30 文書課 ○

142 37 第一類第一種官報報告関係書類 官報購読ノ件ニ付訓示 明治１９年度
(起)明19.11. 4
(決)明19.11. 4
(施)明19.11. 4

第一部文書課 ○

142 38 第一類第一種官報報告関係書類 仝上（官報購読ノ件ニ付訓示）ノ件通牒 明治１９年度 (施)明19.10.29 第一部文書課 ○

142 39 第一類第一種官報報告関係書類 本縣尋常師範学校附属書籍館ノ件ニ付回報 明治２１年度
(起)明21.11. 6
(決)明21.11. 7
(施)明21.11. 7

静岡縣官報報告
主任 ○

142 40 第一類第一種官報報告関係書類 屠獣報告ノ件ニ付照会 明治２１年度 (施)明21.11.19 官報報告主任 ○

142 41 第一類第一種官報報告関係書類 官報局次長ヨリ照会ノ件ニ付通牒 明治２１年度 (施)明21.11.24 官報報告主任 ○

142 42 第一類第一種官報報告関係書類 官報告之件ニ付通牒 明治２０年度
(起)明20. 4.15
(施)明20. 4.16

官報報告主任 ○

142 43 第一類第一種官報報告関係書類 官報局、回答ノ件 明治２０年度 (起)明20. 7.19 静岡縣 ○

142 44 第一類第一種官報報告関係書類 官報局ヨリ照会ノ件ニ付通知 明治２０年度 (起)明20. 7.19 官報報告主任 ○

142 45 第一類第一種官報報告関係書類 官報購求上ニ係ル件ニ付通牒 明治２０年度
(起)明20. 7.26
(施)明20. 7.28

第一部文書課 ○

142 46 第一類第一種官報報告関係書類 官報報告ニ係ル件ニ付回答 明治２０年度 (起)明21. 2. 6 官報報告主任 ○

142 47 第一類第一種官報報告関係書類 公報ノ件ニ付回答 明治２２年度
(起)明22. 5. 3
(施)明22. 5. 4

知事官房 ○

142 48 第一類第一種官報報告関係書類 公報存廃之件ニ付照会 明治２１年度 (施)明22. 3.22 官報報告主任 ○

142 49 第一類第一種官報報告関係書類 公報、記載ノ件ニ付通牒 明治２２年度
(起)明22. 6.24
(施)明22. 6.25

官報報告主任 ○

142 50 第一類第一種官報報告関係書類 郡区長委任状件官報掲載ノ件ニ付回答 明治２２年度
(起)明22.11. 9
(施)明22.11.11

官報報告主任 ○

142 51 第一類第一種官報報告関係書類 官報局ヨリ照会ノ件ニ付通牒 明治２３年度
(起)明23. 5. 8
(施)明23. 5. 9

文書課 ○

142 52 第一類第一種官報報告関係書類 官報掲載事項取扱ノ件ニ付達 明治２３年度
(起)明23. 5.15
(施)明23. 5.26

内務部第一課 ○

142 53 第一類第一種官報報告関係書類 公告ノ件付官報局ヨリ通知付通牒ノ件 明治２３年度
(起)明23. 9.30
(施)明23.10. 1

官報報告主任 ○
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142 54 第一類第一種官報報告関係書類
官報付録府県庁公報欄内、掲載事項追加ノ件付告
示

明治２５年度
(起)明25. 8. 5
(決)明25. 8.12
(施)明25. 8.16

内務部第一課 ○

142 55 第一類第一種官報報告関係書類
仝上（官報付録府県庁公報欄内、掲載事項追加ノ
件付告示）各部課通牒

明治２５年度
(起)明25. 8. 5
(決)明25. 8. 5
(施)明25. 8. 9

内務部第一課 ○

142 56 第一類第一種官報報告関係書類
軍猟銃及火薬類盗難又紛失アルトキ要領ヲ公告掲
載ノ件付通牒

明治２５年度 (施)明25. 9.17 官報報告主任 ○

142 57 第一類第一種官報報告関係書類 木盃下賜ノ件原稿昌天文ノ義ニ付回答 明治２５年度 (施)明26. 3.21
静岡縣官報報告
主任 ○

142 58 第一類第一種官報報告関係書類 監獄署移転之件ニ付通牒 明治２５年度 (施)明26. 1.27 内務部第一課 ○

142 59 第一類第一種官報報告関係書類 官報告主任名簿調製ノ件ニ付現任者通牒回答ノ件 明治２６年度 (施)明26.11.25 内務部第一課 ○

143 1 明治23年　縣令
縣令第１号　鳥獣猟免状ヲ受ケ其期間中族籍姓名
ヲ変換シタ者ノ届出

明治２２年度 (施)明23. 1.25 警察部保安課 ○

143 2 明治23年　縣令 縣令第２号　明治23年度地租割戸数割賦課法 明治２２年度 (施)明23. 1.28 警察部保安課 ○

143 3 明治23年　縣令
縣令第３号　明治22年12月縣令第94号明治22年度
地方税地租割戸数割長周期源ノ延期

明治２２年度 (施)明23. 1.29 警察部保安課 ○

143 4 明治23年　縣令
縣令第４号　明治20年９月縣令第75号違警罪第２
條４項ノ改正

明治２２年度 (施)明23. 2. 7 警察部保安課 ○

143 5 明治23年　縣令
縣令第５号　明治11年４月本縣甲第41号布達ヲ廃
止ス

明治２２年度 (施)明23. 2. 8 警察部保安課 ○

143 6 明治23年　縣令 縣令第６号　明治22年縣令第88号ノ改正 明治２２年度 (施)明23. 2. 8 警察部保安課 ○

143 7 明治23年　縣令
縣令第７号　明治17年本縣甲第132号地租條例心
得書ノ改正

明治２２年度 (施)明23. 2.14 警察部保安課 ○

143 8 明治23年　縣令
縣令第８号　明治22年３月法律第10号薬品営業並
薬品取扱規則ニヨル薬種商製薬者取締細則ノ制定

明治２２年度 (施)明23. 2.18 警察部保安課 ○

143 9 明治23年　縣令
縣令第９号　明治23年度地方税収支予算額ノ制
定、施行ス

明治２２年度 (施)明23. 2.19 警察部保安課 ○

143 10 明治23年　縣令
縣令第10号　明治23年度町村土木補助費支給法ノ
制定

明治２２年度 (施)明23. 3. 4 警察部保安課 ○

143 11 明治23年　縣令
縣令第11号　明治19年５月本縣甲第59号菓子営業
人心得書ノ改正

明治２２年度 (施)明23. 3. 4 警察部保安課 ○

143 12 明治23年　縣令 縣令第12号　明治23年度地方税納税者心得制定 明治２２年度 (施)明23. 3.11 警察部保安課 ○
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143 13 明治23年　縣令
縣令第13号　明治17年３月本縣甲第10号布達古物
商取締條例細則ノ改正

明治２２年度 (施)明23. 3.20 警察部保安課 ○

143 14 明治23年　縣令
縣令第14号　明治15年12月本縣甲第143号布達富
士川物資運搬業取締規則ノ改正

明治２２年度 (施)明23. 3.26 警察部保安課 ○

143 15 明治23年　縣令
縣令第15号　明治23年度富士川通船賦金徴収方法
ノ制定

明治２２年度 (施)明23. 3.26 警察部保安課 ○

143 16 明治23年　縣令
縣令第16号　備荒儲蓄法施行規則ニヨリ地租ノ貸
与ヲ受ケタル者ハ自今登記法ニヨリ登記ヲ請ウベ
シ

明治２２年度 (施)明23. 3.26 警察部保安課 ○

143 17 明治23年　縣令
縣令第17号　明治21年12月縣令第79号第４條ノ改
正

明治２３年度 (施)明23.  .  警察部保安課 ○

143 18 明治23年　縣令 縣令第18号　国税滞納者ノ上納手続ノ件 明治２３年度 (施)明23. 4. 8 警察部保安課 ○

143 19 明治23年　縣令
縣令第19号　明治22年２月縣令第21号小学校設置
区域中静岡市尋常小学校敷及位置ノ制定

明治２３年度 (施)明23. 4.11 警察部保安課 ○

143 20 明治23年　縣令
縣令第20号　明治23年２月本縣令第７号地租條例
心得書ノ改正

明治２３年度 (施)明23. 4.12 警察部保安課 ○

143 21 明治23年　縣令
縣令第21号　明治23年度備荒儲蓄法施行規則及収
支予算ノ施行

明治２３年度 (施)明23. 4.13 警察部保安課 ○

143 22 明治23年　縣令
縣令第22号　明治20年８月縣令第65号馬車取締規
則ノ改正

明治２３年度 (施)明23. 4.24 警察部保安課 ○

143 23 明治23年　縣令
縣令第23号　明治22年５月縣令第56号ニヨル納税
分納ノ手続

明治２３年度 (施)明23. 5.22 警察部保安課 ○

143 24 明治23年　縣令 縣令第24号　明治22年本縣令第70号ノ改正 明治２３年度 (施)明23.  .  警察部保安課 ○

143 25 明治23年　縣令
縣令第25号　明治19年３月本縣甲第64号売薬営業
人心得書ノ更正

明治２３年度 (施)明23. 6. 3 警察部保安課 ○

143 26 明治23年　縣令
縣令第26号　明治19年７月本縣甲第86号印紙売払
人心得書ノ更正

明治２３年度 (施)明23. 6. 3 警察部保安課 ○

143 27 明治23年　縣令
縣令第27号　明治22年８月豊田郡尋常小学校位置
ノ改正

明治２３年度 (施)明23. 6. 6 警察部保安課 ○

143 28 明治23年　縣令 縣令第28号　国税納税人ノ納税手続ニ関スル件 明治２３年度 (施)明23. 6.20 警察部保安課 ○

143 29 明治23年　縣令
縣令第29号　明治21年６月縣令第50号煙草営業人
心得書ノ改正

明治２３年度 (施)明23. 7. 5 警察部保安課 ○

143 30 明治23年　縣令
縣令第30号　明治18年２月甲第８号布達摺附木製
造ニ黄燐使用禁止ノ件廃止ス

明治２３年度 (施)明23. 8.26 警察部保安課 ○
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143 31 明治23年　縣令
縣令第31号　明治19年10月縣令第24号看守採用規
則志願書式ノ改正

明治２３年度 (施)明23. 8.26 警察部保安課 ○

143 32 明治23年　縣令
縣令第32号　明治21年２月縣令第５号小学校生徒
試験法ノ改正

明治２３年度 (施)明23. 9.16 警察部保安課 ○

143 33 明治23年　縣令
縣令第33号　明治21年２月縣令第６号小学校生徒
操行査定法ノ廃止

明治２３年度 (施)明23. 9.16 警察部保安課 ○

143 34 明治23年　縣令 縣令第34号　租税過誤納金下戻請求手続ノ改正 明治２３年度 (施)明23. 9.17 警察部保安課 ○

143 35 明治23年　縣令
縣令第35号　明治22年５月縣令第58号現役兵帰郷
及予備後備兵身上異動届出手続ノ更正

明治２３年度 (施)明23. 9.17 警察部保安課 ○

143 36 明治23年　縣令
縣令第36号　明治17年９月本縣甲第103号布達酒
造営業人心得書別冊ノ改定

明治２３年度 (施)明23. 9.18 警察部保安課 ○

143 37 明治23年　縣令
縣令第37号　租税外諸収入過誤納金下戻請求順序
ノ制定

明治２３年度 (施)明23. 9.20 警察部保安課 ○

143 38 明治23年　縣令
縣令第38号　明治20年11月縣令第117号屋外集会
規定ノ廃止

明治２３年度 (施)明23.  .  警察部保安課 ○

143 39 明治23年　縣令
縣令第39号　明治19年７月縣令第２号新聞紙雑誌
雑報類転売者届出ノ件ノ更訂

明治２３年度 (施)明23.10. 2 警察部保安課 ○

143 40 明治23年　縣令
縣令第40号　明治20年９月縣令第79号芸妓取締規
則ノ改正

明治２３年度 (施)明23.10. 7 警察部保安課 ○

143 41 明治23年　縣令
縣令第41号　明治20年９月縣令第80号遊技場取締
規則ノ改正

明治２３年度 (施)明23.10.14 警察部保安課 ○

143 42 明治23年　縣令
縣令第42号　明治23年９月縣令第36号酒造営業人
心得書ノ改正

明治２３年度 (施)明23.10.21 警察部保安課 ○

143 43 明治23年　縣令
縣令第43号　明治19年５月縣令第61号漁業組合規
則ノ改正

明治２３年度 (施)明23.10.24 警察部保安課 ○

143 44 明治23年　縣令
縣令第45号　娼妓貸座敷引手茶屋賦金徴収規則ノ
制定

明治２３年度 (施)明23.10.29 警察部保安課 ○

143 45 明治23年　縣令
縣令第46号　明治23年３月縣令第12号地方税納税
者心得書ノ改正

明治２３年度 (施)明23.11. 2 警察部保安課 ○

143 46 明治23年　縣令
縣令第47号　明治21年４月縣令第28号雇人受宿営
業取締規則ノ廃止

明治２３年度 (施)明23.11. 5 警察部保安課 ○

143 47 明治23年　縣令
縣令第48号　明治15年７月甲第116号教育会弁ニ
学術会開設豫伺ノ件廃止ス

明治２３年度 (施)明23.11.11 警察部保安課 ○

143 48 明治23年　縣令
縣令第49号　明治21年４月縣令第27号料理店飲食
店取締規則ノ改正

明治２３年度 (施)明23.11.11 警察部保安課 ○

115 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

143 49 明治23年　縣令
縣令第50号　明治20年10月縣令第104号湯屋取締
規則ノ改定

明治２３年度 (施)明23.11.12 警察部保安課 ○

143 50 明治23年　縣令
縣令第51号　明治22年８月縣令第76号駿東郡尋常
小学校敷及位置ノ改定

明治２３年度 (施)明23.11.14 警察部保安課 ○

143 51 明治23年　縣令
縣令第52号　明治23年９月縣令第36号酒造営業人
心得書ノ改正

明治２３年度 (施)明23.11.20 警察部保安課 ○

143 52 明治23年　縣令
縣令第53号　明治20年９月縣令第88号寄席取締規
則ノ改正

明治２３年度 (施)明23.11.26 警察部保安課 ○

143 53 明治23年　縣令
縣令第54号　明治23年２月縣令第７号地租條例心
得書附属変換地届出書式頭書例ノ改正

明治２３年度 (施)明23.11.28 警察部保安課 ○

143 54 明治23年　縣令
縣令第55号　明治20年６月縣令第56号市町村土木
施行順序第３号書式ノ改正

明治２３年度 (施)明23.12. 3 警察部保安課 ○

143 55 明治23年　縣令
縣令第56号　明治23年度地方税追加収支予算ノ決
定、施行ス

明治２３年度 (施)明23.12.11 警察部保安課 ○

143 56 明治23年　縣令
縣令第57号　明治23年度臨時地方税地租割戸数割
賦課法ノ制定

明治２３年度 (施)明23.12.12 警察部保安課 ○

143 57 明治23年　縣令
縣令第58号　明治23年臨時地方税地租割戸数割納
期限ノ制定

明治２３年度 (施)明23.12.12 警察部保安課 ○

143 58 明治23年　縣令
縣令第59号　明治12年３月本縣甲第36号布達中庵
原郡役所位置ノ改定

明治２３年度 (施)明23.12.17 警察部保安課 ○

143 59 明治23年　縣令
縣令第60号　明治20年９月縣令第87号劇場取締規
則ノ改定

明治２３年度 (施)明23.12.19 警察部保安課 ○

143 60 明治23年　縣令
縣令第61号　明治20年８月縣令第64号宿屋取締規
則ノ改定

明治２３年度 (施)明23.12.19 警察部保安課 ○

143 61 明治23年　縣令
縣令第62号　明治20年８月縣令第65号馬車取締規
則ノ改定

明治２３年度 (施)明23.12.20 警察部保安課 ○

143 62 明治23年　縣令
縣令第63号　明治20年８月縣令第66号人力車取締
規則ノ改定

明治２３年度 (施)明23.12.20 警察部保安課 ○

143 63 明治23年　縣令 縣令第64号　農業上有益ナ鳥類ノ捕獲禁止ノ件 明治２３年度 (施)明23.12.21 警察部保安課 ○

143 64 明治23年　縣令
縣令第65号　明治19年７月甲第86号布達印紙売払
人心得書ノ改定

明治２３年度 (施)明23.12.24 警察部保安課 ○

143 65 明治23年　縣令
縣令第66号　明治21年６月縣令第50号烟草営業人
心得書ノ改定

明治２３年度 (施)明23.12.25 警察部保安課 ○

143 66 明治23年　縣令
縣令第67号　国税ニ関スル諸鑑札盗難遺失紛失ノ
際ノ盗難届ノ件

明治２３年度 (施)明23.12.25 警察部保安課 ○
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143 67 明治23年　縣令
縣令第68号　明治23年度地方税追加収支予算ノ決
定、施行

明治２３年度 (施)明23.12.27 警察部保安課 ○

144 1 明治25年　静岡号例並書式沿革 諸達号例の制定 明治１９年度 (施)明19. 8. 9 第一部文書課 ○

144 2 明治25年　静岡号例並書式沿革 諸達号例の改定 明治２０年度 (施)明20.12.28 第一部文書課 ○

144 3 明治25年　静岡号例並書式沿革 諸達号例の改定 明治２２年度 (施)明22. 5.31 第一部文書課 ○

144 4 明治25年　静岡号例並書式沿革 縣令達其他公文概例書式等の制定 明治２３年度 (施)明23. 7. 1 第一部 ○

144 5 明治25年　静岡号例並書式沿革 諸達号例の改正 明治２３年度 (施)明23. 7. 1 庶務課 ○

144 6 明治25年　静岡号例並書式沿革 静岡縣公報発行規程（訓令甲第12号） 大正　２年度
(決)大 2. 2.28
(施)大 2. 4. 1

（主管）議会事
務局図書室 ○

145 1
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

地方官庁ノ発スル命令ノ公布式 明治２６年度 (施)明26.10.30
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 2
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

令達告示ノ出版方 明治２４年度 (施)明25. 3.17
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 3
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣令公布式 明治３２年度 (施)明33. 3.30
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 4
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

府庁令告示等ニ関スル件通牒 大正　６年度 (施)大 7. 1.22
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 5
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣令公布文例ノ件 大正　６年度 (施)大 7. 1.15
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 6
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

第三種郵便物差出ノ際「逓信省認可」ノ文字表出
方

明治２３年度 (施)明23. 4.22
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 7
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

第三種郵便物認可 明治３３年度 (施)明33. 4.12
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 8
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報差出郵便局指定通知 明治４０年度 (施)明40. 9.11
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 9
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報見本差出方 明治４１年度 (施)明41. 4. 2
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 10
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報印刷体裁改定ノ件 明治４１年度 (施)明41. 9. 2
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 11
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報印刷体裁ノ儀ニ付伺 明治４１年度 (施)明42. 3.25
（主管）議会事
務局図書室 ○
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145 12
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報発行人知事更迭ノ場合変更認可申請方 明治４３年度 (施)明43. 6.17 静岡県 ○

145 13
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報搭載事項合議方 明治４５年度 (施)明45. 4. 8
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 14
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

通牒照会文縣公報登載手続 明治４５年度 (施)明45. 7.19
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 15
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報発行者更新ノ儀ニ付伺 大正　元年度 (施)大 1. 8. 1
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 16
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報発行規程改正ノ件 大正　元年度
(起)大 2. 2.22
(決)大 2. 2.28

（主管）議会事
務局図書室 ○

145 17
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

（通牒）静岡縣公報号外発行ノ件 大正　３年度 (施)大 3. 5. 7
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 18
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報印刷ノ件 大正　３年度 (施)大 3.10.26
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 19
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

通牒照会ノ縣公報登載方及縣令其他改廃方ノ件 大正　４年度
(決)大 4. 9.17
(施)大 4. 9.21

（主管）議会事
務局図書室 ○

145 20
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報登載通牒照会ノ件 大正　５年度
(決)大 5. 5.26
(施)大 5. 5.30

（主管）議会事
務局図書室 ○

145 21
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

縣公報登載通牒照会ニシテ例規トナルヘキモノ立
案方

大正　５年度 (施)大 5. 8. 1
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 22
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

歳入歳出及物品等諸計算書類保存方 明治４４年度 (施)明44.10.20
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 23
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

会計簿記帳保存方 大正　２年度 (施)大 2. 8.14
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 24
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

完結文書ニ編纂書目等記入方ノ件 大正　４年度
(決)大 4. 5.31
(施)大 4. 6. 1

（主管）議会事
務局図書室 ○

145 25
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

知事官房内務部ニ属スル文書整理種目 明治３８年度 (施)明39. 1. 6
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 26
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

完結文書特別保存ノ件伺 昭和　７年度 (決)昭 7. 9.16
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 27
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

司法事務ニ関係アル縣令報告方 明治２４年度 (施)明24. 5. 1
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 28
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

郵便法抜粋 明治３２年度 (施)明33. 3.  
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 29
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

郵便規則抜粋 明治３３年度 (施)明33. 9.  
（主管）議会事
務局図書室 ○
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145 30
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

第三種郵便物認可規則 明治４０年度 (施)明40. 8.17
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 31
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

職員録訂正方ノ義ニ付伺 明治４２年度 (起)明42. 8. 6
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 32
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

庁中達号浄書及配布方ノ義ニ付伺 明治４２年度 (施)明42.10. 7
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 33
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

産業課（農務）例文ノ件
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 34
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

司法事務ニ関係アル庁府縣令ノ報告方ニ関スル件
通牒

大正　８年度 (収)大 8.12.26
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 35
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

農商務関係縣令廃止改正等報告ノ際件名附記方 大正　９年度 (収)大10. 3.11
（主管）議会事
務局図書室 ○

145 36
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

庁府縣令報告ニ関スル件通牒 大正　８年度 (収)大 8. 4.17 内務省警保局長 ○

145 37
公布式・県広報・文書・雑（※簿
冊に表題記載なし）

庁縣令発布ノ都度報告方励行ノ件 明治４２年度 (施)明42. 4.30
（主管）議会事
務局図書室 ○

146 1 文書公布式関係 本縣公報ヲ第三種郵便物ト為ス件認可 明治３３年度
(起)明33. 4.19
(施)明33. 4.19

知事官房 ○

146 2 文書公布式関係 公報定価掲載スベキ件 明治３３年度 (収)明33. 4.18 横浜郵便電報局 ○

146 3 文書公布式関係 公報刊行見本トシテ横浜郵便電信局ヘ提出ノ件 明治３３年度 (収)明33.10. 2 横浜郵便電信局 ○

146 4 文書公布式関係 三種郵便物印刷方ノ件 明治３３年度 (起)明33.10.11 知事官房 ○

146 5 文書公布式関係 静岡縣公報発行規程ノ更正（但書追加）ノ件 明治３３年度 (起)明33.11.13 知事官房 ○

146 6 文書公布式関係 公報発行人変更届 明治３３年度
(起)明33.11.21
(施)明33.11.22

知事官房 ○

146 7 文書公布式関係 静岡縣公報登載事項異動届 明治３４年度
(起)明34. 4.23
(施)明34. 4.26

知事官房 ○

146 8 文書公布式関係 静岡縣公報印刷方照会 明治３４年度 (収)明34. 7. 2 横浜郵便電信局 ○

146 9 文書公布式関係 静岡縣公報発行規程中更正ノ件 明治３４年度
(起)明35. 1.17
(施)明35. 1.24

知事官房 ○

146 10 文書公布式関係 安倍郡町村郵便区御問合ノ件回答 明治３５年度 (収)明36. 3. 4 静岡郵便電信局 ○
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146 11 文書公布式関係
第三種郵便物の認可ヲ受ケタル定期刊行物ニ関ス
ル件

明治３６年度 (収)明37. 1.18 横浜郵便局 ○

146 12 文書公布式関係 静岡縣公報発行規程中改正ノ件 明治３９年度
(起)明39. 7. 6
(決)明39. 7. 6

知事官房 ○

146 13 文書公布式関係 静岡縣公報発行規程中改正ノ件 明治３７年度
(起)明38. 1. 6
(施)明38. 1.13

知事官房 ○

146 14 文書公布式関係 静岡縣公報第三種郵便物認可申請書ノ件 明治４０年度
(起)明40. 9. 4
(施)明40. 9. 4

知事官房 ○

146 15 文書公布式関係
静岡縣公報第三種郵便物差出局ニ指定及発行毎見
本差出方ノ件

明治４０年度 (収)明40. 9.12 横浜郵便局 ○

146 16 文書公布式関係 静岡縣公報印刷體裁ノ義ニ付伺 明治４１年度 (起)明42. 3.24 知事官房 ○

146 17 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可 明治４３年度 (収)明43. 7. 4 横浜逓信管理局 ○

146 18 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可 明治４４年度 (収)明44. 5. 5 横浜逓信管理局 ○

146 19 文書公布式関係 静岡縣公報登載事項追加ノ件 明治４５年度
(起)明45. 6.14
(施)明45. 7.10

知事官房 ○

146 20 文書公布式関係 静岡縣公報発行番号更新ﾉ義ニ付伺 大正　元年度
(起)大 1. 8. 1
(決)大 1. 8. 1

知事官房 ○

146 21 文書公布式関係 静岡縣公報発行規程改正ノ件 大正　元年度
(起)大 2. 2.17
(施)大 2. 2.28

知事官房 ○

146 22 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更許可書 大正　元年度 (収)大 2. 3.11 横浜逓信管理局 ○

146 23 文書公布式関係 郵便規則第22条ニ依ル緊急時事ノ範囲 大正　２年度 (収)大 2. 5.30 東部逓信局 ○

146 24 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可申請ノ件 大正　３年度
(起)大 3. 6.10
(施)大 3. 6.10

知事官房 ○

146 25 文書公布式関係
縣公報印刷之ノ件（訓令、告示例規トナルベキ通
牒等）

大正　３年度
(起)大 3.10.20
(決)大 3.10.26

知事官房 ○

146 26 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可申請ノ件 大正　４年度
(起)大 4. 8.13
(施)大 4. 8.14

知事官房 ○

146 27 文書公布式関係 静岡縣公報登載通牒照会ノ件 大正　５年度
(起)大 5. 5.  
(施)大 5. 5.26

知事官房 ○

146 28 文書公布式関係 小笠郡役所掲示場移転ノ件 大正　６年度
(起)大 6. 6. 1
(決)大 6. 6. 1
(施)大 6. 6. 6

知事官房 ○
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146 29 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可申請ノ件 大正　７年度
(起)大 7. 5. 7
(施)大 7. 5.10

知事官房 ○

146 30 文書公布式関係 賀茂郡役所掲示場位置変更ノ件 大正　７年度
(起)大 7. 6.10
(施)大 7. 6.19

知事官房 ○

146 31 文書公布式関係 田方郡役所掲示場位置変更ノ件 大正　７年度
(起)大 8. 3.21
(施)大 8. 3.26

知事官房 ○

146 32 文書公布式関係 令規一部改正ノ際　条文附記ノ件 大正　８年度
(起)大 8. 6.16
(決)大 8. 6.16

知事官房 ○

146 33 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可申請ノ件 大正　８年度
(起)大 8. 8.21
(施)大 8. 8.22

知事官房 ○

146 34 文書公布式関係 縣令公布文例ノ件 大正　６年度
(起)大 7. 1.15
(決)大 7. 1.15

知事官房 ○

146 35 文書公布式関係 縣令告示報告ノ件 大正　９年度
(起)大 9. 6.19
(決)大 9. 6.19

知事官房 ○

146 36 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可申請ノ件 大正　９年度
(起)大10. 3.10
(施)大10. 3.11

知事官房 ○

146 37 文書公布式関係 一般公告縣公報登載ニ関スル取扱ノ件 大正１０年度
(起)大11. 3.30
(決)大11. 3.30

知事官房 ○

146 38 文書公布式関係 通牒（照会文登載注意ノ件） 大正　８年度 (収)大 8. 6.18 東京逓信局 ○

146 39 文書公布式関係 縣公報登載事項ノ件伺 大正１１年度
(起)大11. 8.30
(決)大11. 9. 1

知事官房 ○

146 40 文書公布式関係 縣令規全集ニ伊呂波索引ヲ付ケル件 大正１１年度
(起)大11.10.11
(決)大11.10.11
(施)大11.10.12

知事官房 ○

146 41 文書公布式関係 縣公報臨時増刊届ノ件 大正１２年度
(起)大13. 1.30
(決)大13. 1.30

知事官房 ○

146 42 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可申請ノ件 大正１３年度
(起)大13. 6. 5
(施)大13. 6. 6

知事官房 ○

146 43 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可申請ノ件 大正１３年度
(起)大13. 7.24
(決)大13. 7.28
(施)大13. 7.28

知事官房 ○

146 44 文書公布式関係 郡役所掲示場移転ノ件 大正１４年度
(起)大14. 5.28
(決)大14. 6. 5
(施)大14. 6. 6

知事官房 ○

146 45 文書公布式関係 公報発行規程中改正ノ件 大正１５年度
(起)大15. 6.22
(決)大15. 6.30
(施)大15. 7. 1

知事官房 ○

146 46 文書公布式関係 予備費補充ノ件依頼 大正１５年度
(起)大15. 7. 6
(決)大15. 7. 6
(施)大15. 7. 6

知事官房 ○
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146 47 文書公布式関係 静岡縣公報発行人変更認可申請ノ件 大正１５年度
(起)大15. 9.29
(決)大15.10. 1
(施)大15.10. 2

知事官房 ○

146 48 文書公布式関係 定期報告ヲ要スルモノ縣公報登載ノ件照会 大正１５年度
(起)大15.11.18
(決)大15.11.18
(施)大15.12. 8

知事官房 ○

146 49 文書公布式関係 榛原郡役所掲示場位置変更ノ件 大正１３年度
(起)大13.12.26
(決)大13.12.27
(施)大13.12.27

知事官房 ○

146 50 文書公布式関係 縣公報印刷部数増加並紙面変更ノ件伺 大正１５年度
(起)大15.12.17
(決)大15.12.23

知事官房 ○

146 51 文書公布式関係 縣公報発行番号変更ノ件伺 大正１５年度
(起)昭 1.12.25
(決)昭 1.12.27

知事官房 ○

146 52 文書公布式関係 縣公報発行人変更認可申請ノ件 昭和　２年度
(起)昭 2. 5.18
(決)昭 2. 5.19
(施)昭 2. 5.20

知事官房 ○

146 53 文書公布式関係 縣公報登載通牒照会ノ件伺 昭和　３年度
(起)昭 3.10.18
(決)昭 3.11.13

内務部文書課 ○

146 54 文書公布式関係 縣公報ニ登載スベキモノノ合議ニ関スル件 昭和　３年度
(起)昭 3.11.29
(決)昭 3.11.30
(施)昭 3.11.30

内務部文書課 ○

146 55 文書公布式関係 縣公報配布箇所整理ニ関スル件 内務部文書課 ○

146 56 文書公布式関係 第三種郵便物臨時増刊発行届ニ関スル件 昭和　４年度 (収)昭 4. 5.11 静岡郵便局 ○

146 57 文書公布式関係 第三種郵便物認可ノ件照会 昭和　４年度
(起)昭 4. 7.18
(決)昭 4. 7.19
(施)昭 4. 7.19

内務部文書課 ○

146 58 文書公布式関係 公告式条例公布ノ件 昭和　４年度
(起)昭 4. 9.13
(決)昭 4. 9.25
(施)昭 4. 9.30

内務部文書課 ○

146 59 文書公布式関係 縣公報印刷體裁等ニ関スル件 昭和　７年度
(起)昭 7.11. 7
(決)昭 7.11. 9

内務部文書課 ○

146 60 文書公布式関係 小学校分教場ニ縣公報配布ノ件 昭和　９年度 (起)昭 9. 4. 2 内務部文書課 ○

146 61 文書公布式関係 縣公報ニ通牒照会文登載ニ関スル件 昭和　９年度 (収)昭 9. 8. 1 東京逓信局 ○

146 62 文書公布式関係 縣公報交付方ニ関スル件伺 昭和　９年度
(起)昭 9. 5.23
(決)昭 9. 5.29

内務部文書課 ○

146 63 文書公布式関係 縣公報配布箇所整理ノ件 昭和１０年度
(起)昭11. 3. 4
(決)昭11. 3.12
(施)昭11. 3.17

知事官房 ○

146 64 文書公布式関係 縣公報一般廣告規程中改正ノ件 昭和１１年度
(起)昭11.10.30
(決)昭11.11.11
(施)昭11.11.12

知事官房 ○
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146 65 文書公布式関係 第三種郵便物認可規則中改正 昭和１３年度 (収)昭13. 4.27 静岡郵便局 ○

146 66 文書公布式関係 郵便規則改正ニ依ル届出方ノ件 昭和１３年度
(起)昭13. 5.13
(決)昭13. 5.14
(施)昭13. 5.14

知事官房 ○

146 67 文書公布式関係 縣公報配布部数ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 9.27
(決)昭14. 9.28
(施)昭14.10. 2

内務部文書課 ○

146 68 文書公布式関係 縣公報印刷體裁変更ノ件伺 昭和１５年度
(起)昭15. 5.11
(決)昭15. 5.20

内務部文書課 ○

146 69 文書公布式関係 静岡縣令規全集追録編纂ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 9.28
(施)昭15.10. 4

内務部文書課 ○

146 70 文書公布式関係 縣公報用紙規格変更件伺 昭和１５年度
(起)昭16. 3. 5
(決)昭16. 3. 6

内務部文書課 ○

146 71 文書公布式関係 静岡縣公報発行規程中改正ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 3.25 総務部文書課 ○

146 72 文書公布式関係 縣公報一般廣告規程中改正ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 3.24 総務部文書課 ○

146 73 文書公布式関係 縣公報配付ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 3.27
(決)昭17. 3.27
(施)昭17. 4. 2

総務部文書課 ○

146 74 文書公布式関係 縣公報印刷體裁変更ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 2.17
(決)昭18. 2.20

総務部文書課 ○

146 75 文書公布式関係 第三種郵便物見本提出方ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18.11.30 東京逓信局 ○

146 76 文書公布式関係 縣公報登載體裁変更ノ件伺 昭和１８年度
(起)昭19. 3.18
(決)昭19. 3.18

総務部文書課 ○

146 77 文書公布式関係 料金後納郵便承認ノ件 昭和１８年度
(起)昭19. 3.31
(施)昭19. 3.31

総務部文書課 ○

146 78 文書公布式関係 静岡縣公報発行規程中左ノ通改正ス 昭和１９年度 (起)昭19. 8.26 総務部文書課 ○

147 1
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

内務報告例ヲ写ム（明治19年９月27日内務省令第
17号）

明治１９年度 (施)明19. 9.27
（主管）議会事
務局図書室 ○

147 2
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

省訓令中定期報告ヲ要スル旨ヲ記載セイモノハ同
時報告例目中ニ追加ト心得ル件

明治１９年度 (施)明20. 1.27
（主管）議会事
務局図書室 ○

147 3
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

明治19年９月内務省令第17号内務報告例廃止ス 明治２１年度 (施)明21.10. 9
（主管）議会事
務局図書室 ○

147 4
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

内務報告例更定 明治２１年度 (施)明21.10. 9
（主管）議会事
務局図書室 ○
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147 5
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

内務報告例更定 明治２３年度 (施)明23. 8.23
（主管）議会事
務局図書室 ○

147 6
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

印刷物ハ料紙ニ謄写スルヲ要セス 明治１９年度 (収)明19.10.23
（主管）議会事
務局図書室 ○

147 7
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

報告例要旨 明治１９年度 (収)明20. 2.21
（主管）議会事
務局図書室 ○

147 8
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

地方税収支予算等報告例ニヨリ之外差出不及 明治２０年度 (収)明20. 5. 6
（主管）議会事
務局図書室 ○

147 9
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

報告書調製方注意 明治２１年度 (収)明22. 1.28
（主管）議会事
務局図書室 ○

147 10
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

報告方注意 明治２３年度 (施)明23. 9.19 内務省総務局 ○

147 11
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

地方事務並管内景況報告、府縣会開会中景況報告 明治３１年度 (施)明31. 7.19 内務省縣治局 ○

147 12
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

郡役所事務並郡内ノ景況 明治２０年度 (施)明20. 4.11 静岡県知事 ○

147 13
内務報告例（附郡市役所事務並郡
内ノ景況）

郡市役所事務並郡内ノ景況ヲ年報ト為ス 明治２２年度 (施)明22. 5.29
（主管）議会事
務局図書室 ○

148 1 文書例規 進達文書接受月日記載方ノ件 明治３０年度 (収)明30.11. 9 逓信書記官 ○

148 2 文書例規 電報及回覧書類取扱方ノ件 明治３０年度 (施)明31. 2.18 知事官房 ○

148 3 文書例規 稟議案前書ノ義通牒 明治３１年度 (施)明31.10.24 知事官房 ○

148 4 文書例規 進達文書副申書ノ件 明治３１年度 (収)明31. 8. 1
内務大臣官房文
書課 ○

148 5 文書例規 進達文書副申書ノ件 明治３１年度 (収)明31. 8.15
内務大臣官房文
書課 ○

148 6 文書例規 電信符号制定ノ件 明治３１年度 (施)明32. 3.28 知事官房 ○

148 7 文書例規 電信略文例ノ件 明治３２年度 (施)明32. 4.12 知事官房 ○

148 8 文書例規 文書糊封注意方ノ件 明治３２年度 (施)明32. 9.15 知事官房 ○

148 9 文書例規 親展文字制限等封筒記載方ノ件 明治３４年度 (収)明34.11.12 陸軍省総務局 ○
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148 10 文書例規 別便、附属書類之申牒番号記載方ノ件 明治３４年度 (収)明35. 3.12
内務省総務局文
書課 ○

148 11 文書例規 課員ノ名ヲ以テ発スル信書等之取扱方ノ件 明治３６年度 (施)明36. 9.18 縣書記官 ○

148 12 文書例規 課員ノ名ヲ以テ発スル信書取扱方ノ件 明治３８年度 (施)明38. 8.17 知事官房主事 ○

148 13 文書例規 収受発送番号ノ記号文字ノ件 明治３９年度 (起)明39.12.18 知事官房主事 ○

148 14 文書例規 三大節参賀順序及諸員心得、追悼式仝 明治３９年度 (施)明39.10.24 知事官房主事 ○

148 15 文書例規 森林開墾許可指令ノ件税務署ヘ通知方例文伺 明治３９年度 (決)明40. 1.22 山林課 ○

148 16 文書例規 関東都督府民政部移転ノ件 明治３９年度 (施)明40. 2.18 東都督府民生部 ○

148 17 文書例規 浄書並発送文書回付時限ノ件 明治３９年度 (施)明40. 3.20 知事官房 ○

148 18 文書例規 支払通知書、返納告知書等仝同封緘発送ノ件 明治４０年度 (起)明40. 4.18 知事官房 ○

148 19 文書例規 別便包装表面ヘ申牒番号記載方ノ件 明治４０年度 (収)明40. 4.19
内務大臣官房文
書課 ○

148 20 文書例規
仝件（別便包装表面ヘ申　番号記載方ノ件）各課
ヘ通牒

明治４０年度 知事官房 ○

148 21 文書例規 当直中収受ノ要急電話報告上申等取扱ノ件 明治４０年度 (施)明40. 7.12 知事官房 ○

148 22 文書例規 内閣各局各課ヘ発送文書取扱ノ件 明治４０年度 (収)明40. 8.12 内閣書記官 ○

148 23 文書例規 文書左記ノ浄書取扱ノ件 明治４０年度 (施)明41. 2. 5 知事官房 ○

148 24 文書例規 臨時陸軍建築部名古屋支部移転ノ件 明治４０年度 (収)明41. 3.24
臨時陸軍建設部
名古屋支部 ○

148 25 文書例規 統計文書ヲ稽留表ヘ記載方除却ノ件 明治４０年度 (起)明41. 3.20 知事官房 ○

148 26 文書例規 宿直ヨリ文書発送ニ関スル件 明治４１年度 (施)明41. 6. 4 知事官房 ○

148 27 文書例規 一名交代一時間前登庁文書収受準備ノ件 明治４１年度 (起)明41. 6. 9 知事官房 ○
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148 28 文書例規 部長其他署名略記ノ件 明治４１年度 (施)明41. 9. 2 知事官房 ○

148 29 文書例規 所属官公署学校ヘノ往復文書式ノ件 明治４１年度 (施)明41. 9. 5 知事官房 ○

148 30 文書例規 神社明細帳訂正指令例文ノ件 明治４１年度 (起)明42. 1.12 知事官房 ○

148 31 文書例規 祭典執行済届出封筒表書ノ件 明治４１年度 (収)明42. 3.29 式部職 ○

148 32 文書例規 往復ニ関スル公文ノ浄書用紙ノ件 明治４２年度 (起)明42. 6. 1 知事官房 ○

148 33 文書例規 接受発送文書件数表改正ノ件 明治４２年度 (起)明42. 5.26 知事官房 ○

148 34 文書例規 水産組合其他役員認可報告省略ノ件 明治４２年度 (施)明42. 6. 9 内務部 ○

148 35 文書例規 指令訓令内訓達等別紙浄書写ニ関スル件 明治４２年度 (施)明42. 8.12 知事官房 ○

148 36 文書例規 当直員至急文書取扱手続ノ件 明治４２年度 (施)明42. 9.15 知事官房 ○

148 37 文書例規 浄書文書ノ添付書類回付方ニ関スル件 明治４２年度 (施)明42. 9.18 知事官房 ○

148 38 文書例規 至急折返シ等ノ文字記載方ニ関スル件 明治４２年度 (施)明42. 9.22 知事官房 ○

148 39 文書例規
同件（至急折返シ等ノ文字記載方ニ関スル件）各
課ヘ通牒

明治４２年度 (施)明42. 9.22 知事官房 ○

148 40 文書例規 親展ニ準ズベキ書留郵便取扱ニ関スル件 明治４２年度 (起)明42.11. 4 知事官房 ○

148 41 文書例規 文書稽留表ニ関スル件 明治４２年度 (起)明42.12.10 知事官房 ○

148 42 文書例規 文書収受発送簿用紙様式改正ノ件 明治４２年度 (起)明42.12. 7 知事官房 ○

148 43 文書例規 行政執行法ニ依ル戒告諸正本調整方ノ件 明治４２年度 (決)明42.10. 2 知事官房 ○

148 44 文書例規 回議書ト浄書文書トノ契印廃止ノ件 明治４２年度 (起)明42. 7.16 知事官房 ○

148 45 文書例規
土木管理区其他出張員ト課ト往復事件ノ内課長処
分ノ件

明治３９年度 (起)明39. 9.11 土木課 ○
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148 46 文書例規 産業課ニ属スル収受発送文書番号記載方ノ件 明治４３年度 (決)明43.12.28 知事官房 ○

148 47 文書例規 森林開墾許可指令書欄外ニ注意事項記載方ノ件 明治４３年度 (起)明44. 1.23 知事官房 ○

148 48 文書例規 産業課ニ属スル収受発送文書件数計上方ノ件 明治４３年度 (起)明44. 1.26 知事官房 ○

148 49 文書例規 森林開墾許可済通知ノ件伺 明治４４年度 (決)明44. 5.16 産業課 ○

148 50 文書例規 軌道ニ関スル書類進達及提出方ニ関スル件 明治４４年度 (収)明44.11. 7
鉄道院副総裁、
内務次官 ○

148 51 文書例規 土石砂利採取許可条件ノ例文トナスノ件 明治４４年度 (決)明45. 3. 8 土木課 ○

148 52 文書例規
耕地整理設計調査承認及同工事監督助成認許例文
ノ件

明治４４年度 (起)明45. 3. 6 産業課 ○

148 53 文書例規
産業課事務中例文扱ヒトナスベキモノニ関スル文
例ノ件

明治４５年度 (決)明45. 4.23 産業課 ○

148 54 文書例規
社寺兵務課事務中例文扱ヒトナスベキモノニ関ス
ル文例ノ件

明治４５年度 (決)明45. 5. 2 社寺兵務課 ○

148 55 文書例規 報徳社設立及定款変更許可例文ノ件 明治４５年度 (決)明45. 6.19 地方課 ○

148 56 文書例規 知事官房文書係（往復）事務分担ノ件 大正　元年度 (決)大 1. 8.20 知事官房 ○

148 57 文書例規 学務課例文扱ノ件 大正　元年度 (決)大 1.12.26 学務課 ○

148 58 文書例規 耕地整理ニ関スル例文扱ノ件（自１号　至８号） 大正　元年度 (決)大 2. 1.24 産業課 ○

148 59 文書例規 仝課（文書課）規程報告方ノ件 大正　元年度 (収)大 1.12.17
農商務大臣官房
文書課 ○

148 60 文書例規
通牒（私設鉄道、軽便鉄道、専用鉄道及軌道敷設
ノ出願アリタル時ノ報告ト受付年月日ノ記載方ノ
件）

大正　２年度 (収)大 2. 7.11
鉄道院監督局、
内務省土木局 ○

148 61 文書例規 文書　留表用紙改正ノ件 大正　３年度
(起)大 3. 9.16
(決)大 3.10. 9

知事官房 ○

148 62 文書例規 収受発送文書件数表様式ノ件 大正　５年度 (起)大 5. 4. 4 知事官房 ○

148 63 文書例規
処分完結ノ文書ニシテ其文書ヲ官房ニ回付スル能
ハサルモノ通知方ノ件

大正　５年度 (決)大 5. 6. 5 官房主事 ○
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148 64 文書例規 浄書用紙ノ件 大正　５年度 (起)大 5. 8. 7 知事官房 ○

148 65 文書例規
工場法施行事務ニ関シ発送スル文書ノ欄外ニ
［警］印押捺ノ件

大正　５年度 (収)大 5.12.13
農商務大臣官房
文書課 ○

148 66 文書例規
照会（？任官ノ待遇ヲ受クル職員ノ俸給辞令官報
報告記載方ノ件）

大正　７年度 (収)大 7. 5. 7 印刷局 ○

148 67 文書例規 臨時国勢調査局宛発送文書ノ宛書ノ件 大正　８年度 (収)大 8.11.25
臨時国勢調査局
庶務課 ○

148 68 文書例規
耕地整理又ハ開墾設計調査工事監督及事務指導承
認指令文

大正　８年度 (決)大 9. 2.13 知事官房 ○

148 69 文書例規 土木管理区所主幹意見副申書ノ稟議代用ノ件 大正　９年度 (決)大10. 1.20 知事官房 ○

148 70 文書例規 文書発送方ニ関スル件通牒 大正　９年度 (施)大10. 1.17 知事官房 ○

148 71 文書例規
例文伺（恩給証書下付ノ本籍地市町村宛通知書ノ
例文ヲ定ム）

大正１１年度 (決)大11. 5.11 知事官房 ○

148 72 文書例規
郡会議員及町村長ノ宮城（並ニ新宿御苑）拝観願
副申進達例文

大正１１年度 (決)大11. 5.19 地方課 ○

148 73 文書例規
軍需工業動員法施行ニ関スル文書ノ表面ニ記載ス
ベキ宛名ノ件

大正１１年度 (収)大11. 5.20 ？？？第二部 ○

148 74 文書例規 文書照覆ニ本縣番号記載方ノ件 大正１１年度 (施)大11. 7.13 知事官房 ○

148 75 文書例規 指令例文伺（休暇ヲ為スノ件承認） 大正１１年度 (決)大11. 7.20 知事官房 ○

148 76 文書例規 休日夜業出勤簿ニ関スル件通知 大正１１年度 (施)大11.10.26 知事官房 ○

148 77 文書例規 知事官房ニ属スル収受発送文書番号記載方ノ件 大正１４年度 (決)大14. 6.15 知事官房 ○

148 78 文書例規 文書照覆ニ当庁関係番号記載方ノ件 大正１４年度
(起)大14. 7.20
(決)大14. 7.21

知事官房 ○

148 79 文書例規 収受発送文書件数表様式改正ノ件 大正１４年度 (起)大14. 6.19 官房主事 ○

148 80 文書例規
青年訓練所ニ関スル件（青年訓練所認定ニ関スル
指令文案）

大正１５年度 (決)大15. 6.10 社会課 ○

148 81 文書例規 文書ノ処理ニ関スル件 昭和　２年度 (施)昭 2. 7. 9 知事官房 ○
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148 82 文書例規 両面印刷官報原稿二通送付方照会 昭和　４年度 (収)昭 5. 2.17
内閣印刷局総務
部官報課編纂係 ○

148 83 文書例規 戒告書 昭和　９年度 (施)昭 9. 6.21 （不詳） ○

148 84 文書例規 文書発送ノ取扱方ニ関スル件 昭和１３年度 (施)昭13. 9.20 知事官房文書課 ○

148 85 文書例規 浄書発送ヲ要スル文書ノ添付書類ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭15. 6.28 知事官房文書課 ○

149 1 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第83号　国庫支弁ニ属スル雇員俸給支給規
程ノ改正

明治４２年度 (施)明42.10. 7
知事官房、内務
部 ○

149 2 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第84号　明治42年度地方課内国旅費仕払予
算配付額ノ増額

明治４２年度 (施)明42.10. 7 内務部 ○

149 3 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第85号　給仕小使ノ採用並ニ服務監督ニ関
スル件

明治４２年度 (施)明42.10.25
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 4 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第86号　明治42年度社寺兵務課内国旅費仕
払予算配付額ノ増額

明治４２年度 (施)明42.11.13 内務部 ○

149 5 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第87号　明治42年度内国旅費仕払予算配付
額ノ増額

明治４２年度 (施)明42.11.13 内務部 ○

149 6 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第88号　明治42年度内国旅費仕払予算配付
額ノ増額

明治４２年度 (施)明42.11.26 警察部 ○

149 7 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第89号　明治42年度土木課内国旅費仕払予
算配付額ノ内災害旅費仕払予算ヲ増額

明治４２年度 (施)明42.11.27 内務部 ○

149 8 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第91号　明治42年度土木課内国旅費仕払予
算配付額ノ内災害旅費仕払予算ヲ増額

明治４２年度 (施)明42.12.28 内務部 ○

149 9 明治42年起廰中達（文書係） 本廰巡視及給仕小使服務規程ノ制定 明治４２年度 (施)明42.11.15 内務部、警察部 ○

149 10 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第２号　明治43年度歳出縣吏員費支払予算
ヲ定ム

明治４２年度 (施)明43. 3. 4
知事官房、内務
部 ○

149 11 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第３号　明治43年２月廰中達第１号ニ砂防
吏員ヲ追加

明治４２年度 (施)明43. 3. 4
知事官房、内務
部、警察部ほか ○

149 12 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第４号　明治43年度歳出縣税取扱費支払予
算ヲ定ム

明治４２年度 (施)明43. 3.15 内務部 ○

149 13 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第５号　明治39年１月廰中達第１号静岡縣
処務細則ノ改正

明治４２年度 (施)明43. 3.16 内務部 ○

149 14 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第６号　縣費支弁道路常用工夫設置規程常
用工夫受持区域及定員配置表ノ改正

明治４２年度 (施)明43. 3.31 内務部 ○
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149 15 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第７号　明治42年４月廰中達第68号縣費支
弁道路常用工夫監督員旅費支給規程ノ改正

明治４２年度 (施)明43. 3.31 内務部 ○

149 16 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第８号　明治43年２月廰中達第１号ヘ文言
ヲ追加

明治４２年度 (施)明43. 3.31
知事官房、内務
部、警察部ほか ○

149 17 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第９号　縣事業ニ属スル浚渫工事ニ従事ス
ル船員奨励金支給規程ヲ定ム

明治４３年度 (施)明43. 4. 1 内務部 ○

149 18 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第10号　農業技師、農業技手ノ俸給並ニ旅
費支給ニ関スル件

明治４３年度 (施)明43. 4. 8 内務部 ○

149 19 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第11号　明治39年１月廰中達第１号静岡縣
処務細則ノ改正

明治４３年度 (施)明43. 4.14
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 20 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第13号　諸官員ニ暑中休暇ヲ賜候ニ就テノ
件

明治４３年度 (施)明43. 7.11
知事官房、各
部、警察署、警
察分署

○

149 21 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第14号　部長委任事項ヲ定ム 明治４３年度 (施)明43.10.15
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 22 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第16号　明治39年９月廰中達第50号耕地整
理職員俸給手当及旅費支給規則ノ改正

明治４３年度 (施)明43.11. 5
知事官房、内務
部 ○

149 23 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第17号　明治39年１月廰中達第４号静岡縣
当直規程ノ改正

明治４３年度 (施)明43.11. 5
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 24 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第18号　明治39年１月廰中達第１号本縣処
務細則ノ改正

明治４３年度 (施)明43.12.27
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 25 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第１号　町村又ハ組合ノ国庫補助ニ関スル
災害土木工事監督員特別旅費支給規程ヲ定ム

明治４３年度 (施)明44. 1. 6 内務部 ○

149 26 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第２号　本廰員ノ出張裁定方ノ心得 明治４３年度 (施)明44. 2.10
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 27 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第４号　明治42年３月廰中達第50号耕地整
理常雇俸給旅費支給規則ノ改正

明治４３年度 (施)明44. 3.10 内務部 ○

149 28 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第５号　度量衡器検定事務取扱規程ヲ定ム 明治４３年度 (施)明44. 3.20
内務部、度量衡
器検定所 ○

149 29 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第６号　明治44年度縣税取扱費支給予算ヲ
定ム

明治４３年度 (施)明44. 3.29 内務部 ○

149 30 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第７号　明治44年度縣吏員費支給予算ヲ定
ム

明治４３年度 (施)明44. 3.29
知事官房、内務
部 ○

149 31 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第８号　明治44年４月以降小学校教員検定
委員ノ旅費額ニ関スル件

明治４３年度 (施)明44. 3.29 内務部 ○

149 32 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第９号　明治36年廰中達第52号及同第２号
ノ廃止

明治４３年度 (施)明44. 3.29 内務部、警察部 ○

130 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

149 33 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第10号　本縣処務細則ノ改正 明治４３年度 (施)明44. 3.31
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 34 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第11号　部長委任事項ノ追加 明治４３年度 (施)明44. 3.31
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 35 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第12号　農業林業並耕地整理ニ関スル職員
俸給及旅費支給規則ヲ定ム

明治４３年度 (施)明44. 3.31 内務部 ○

149 36 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第13号　明治40年廰中達第64号土木費支弁
ニ属スル雇員旅費支給規程ノ改正

明治４３年度 (施)明44. 3.31 内務部 ○

149 37 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第14号　本縣当直規程ノ改正 明治４４年度 (施)明44. 4. 1
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 38 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第15号　明治34年廰中達第45号縣吏員給料
額並旅費額及支給方法ノ改正

明治４３年度 (施)明44. 3.31
知事官房、内務
部 ○

149 39 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第16号　明治42年廰中達第68号縣費支弁道
路常用工夫監督員旅費支給規程ヲ廃止

明治４４年度 (施)明44. 4. 1 内務部 ○

149 40 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第17号　明治38年廰中達第33号土木管理区
規程ノ改正

明治４４年度 (施)明44. 4. 1 内務部 ○

149 41 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第18号　明治41年廰中達第55号縣費支弁道
路常用工夫設置規程ノ改正

明治４４年度 (施)明44. 4. 1 内務部 ○

149 42 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第19号　河川調査吏員俸給旅費及雇旅費支
給規程ヲ定ム

明治４３年度 (施)明44. 3.31 内務部 ○

149 43 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第20号　明治44年度縣吏員費支払予算ヲ減
額

明治４４年度 (施)明44. 4. 8 知事官房 ○

149 44 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第21号　明治44年度縣吏員費支払予算ヲ定
ム

明治４４年度 (施)明44. 4. 8 内務部 ○

149 45 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第22号　製茶監督員処務規程ヲ定ム 明治４４年度 (施)明44. 4.11 内務部 ○

149 46 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第23号　本縣製茶監督員俸給及旅費支給規
程ヲ定ム

明治４４年度 (施)明44. 4.11 内務部 ○

149 47 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第24号　明治44年廰中達第12号ノ改正 明治４４年度 (施)明44. 5.10 内務部 ○

149 48 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第25号　縣吏員給料額並ニ旅費額及支給方
法ノ改正

明治４４年度 (施)明44. 6.23 内務部 ○

149 49 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第26号　縣吏員給料額並旅費及支給方法ノ
改正

明治４４年度 (施)明44. 6.27 内務部 ○

149 50 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第27号　国庫支弁ニ属スル林業吏員ノ管内
旅費支給方法ノ扱

明治４４年度 (施)明44. 6.27 内務部 ○
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149 51 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第29号　静岡地方森林会議員及書記手当並
ニ旅費支給規程ノ改正

明治４４年度 (施)明44. 7.13 内務部 ○

149 52 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第30号　明治42年動第17号海軍召集事務取
扱心得ノ改正

明治４４年度 (施)明44. 7.31 内務部、警務部 ○

149 53 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第31号　明治38年廰中達第33号土木管理区
規程ノ改正

明治４４年度 (施)明44. 8.10 内務部 ○

149 54 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第32号　明治41年廰中達第55号縣費支弁道
路常用工夫設置規程ノ改正

明治４４年度 (施)明44. 9. 1 内務部 ○

149 55 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第33号　明治34年廰中達第45号縣吏員給料
額並ニ旅費額及支給方法ノ改正

明治４４年度 (施)明44.10.19
知事官房、内務
部 ○

149 56 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第34号　明治39年廰中達第７号知事官房内
務部ニ属スル文書整理書目ノ追加

明治４４年度 (施)明44.10.19
知事官房、内務
部 ○

149 57 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第35号　三大節参賀順序及同心得ヲ定ム 明治４４年度 (施)明44.11. 2
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 58 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第36号　明治41年廰中達第55号縣費支弁道
路常用工夫設置規程工夫受持区域ノ改正

明治４４年度 (施)明44.11.11 内務部 ○

149 59 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第37号　明治38年廰中達第33号土木管理区
規程中土木管理区ノ数及其他区域ノ改正

明治４４年度 (施)明44.12.25 内務部 ○

149 60 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第１号　明治41年廰中達第55号縣費支弁道
路常用工夫設置規程工夫受持区域ノ改正

明治４４年度 (施)明45. 2.15 内務部 ○

149 61 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第２号　明治38年廰中達第33号土木管理区
規程ノ改正

明治４４年度 (施)明45. 2.28 内務部 ○

149 62 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第３号　静岡縣営道規程ヲ定ム 明治４４年度 (施)明45. 3. 1
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 63 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第４号　明治45年廰中達第３号静岡縣営道
規程ノ改正

明治４４年度 (施)明45. 3.11
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 64 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第６号　明治38年廰中達第11号工事施行手
続ノ改正

明治４４年度 (施)明45. 3.23 内務部 ○

149 65 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第７号　明治38年廰中達第11号工事施行手
続ノ改正

明治４４年度 (施)明45. 3.30 内務部 ○

149 66 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第８号　明治34年廰中達第45号縣吏員給料
並旅費額及支給方法ノ改正

明治４４年度 (施)明45. 3.30
知事官房、内務
部 ○

149 67 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第10号　内務部課長代決事項ヲ定ム 明治４５年度 (施)明45. 4.29
知事官房、内務
部 ○

149 68 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第11号　明治39年廰中達第48号静岡縣耕地
整理吏員職制ハ之ヲ廃止ス

明治４５年度 (施)明45. 5. 2
知事官房、内務
部 ○
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149 69 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第12号　警察部課長代決事項ヲ定ム 明治４５年度 (施)明45. 5. 9 警察部 ○

149 70 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第13号　明治45年度蓄牛結核定期検査ノ為
ノ助手トシテ臨時任命スルモノニ対スル日額手当

明治４５年度 (施)明45. 4. 1 内務部 ○

149 71 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第14号　明治40年廰中達第64号土木費支弁
ニ属スル雇員旅費支給規程ノ改正

明治４５年度 (施)明45. 5.28 内務部 ○

149 72 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第15号　明治45年廰中達第３号静岡縣当直
規程ノ改正

明治４５年度 (施)明45. 6.24
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 73 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第16号　明治35年５月９日四第805号達金
庫開閉規程廃止ス

明治４５年度 (施)明45. 6.24 内務部 ○

149 74 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第17号　林業技手、林業手ニシテ事務講習
ノ為出張ヲ命セラレタルモノノ滞在旅費額ノ件

明治４５年度 (施)明45. 7.10 内務部 ○

149 75 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第19号　通牒照会文縣公報登載手続ヲ定ム 明治４５年度 (施)明45. 7.19
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 76 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第１号　明治45年廰中達第10号内務部課長
代決事項ノ改正

大正　元年度 (施)大 1. 8. 3
知事官房、内務
部 ○

149 77 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第３号　明治40年廰中達第49号ハ之ヲ廃止
ス

大正　元年度 (施)大 1. 8. 6 内務部 ○

149 78 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第４号　静岡縣処務細則ノ改正 大正　元年度 (施)大 1. 9. 9
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 79 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第５号　警察部給仕被服給与規程ヲ定ム 大正　元年度 (施)大 1.11.18 内務部、警察部 ○

149 80 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第６号　静岡縣処務細則ノ改正 大正　元年度 (施)大 1.12. 9
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 81 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第７号　明治39年廰中達第７号知事官房内
務部ニ属スル文書整理種目ノ改正

大正　元年度 (施)大 1.12.25
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 82 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第１号　廰中火器取締規程ヲ定ム 大正　元年度 (施)大 2. 1.14
知事官房、内務
部、警察部 ○

149 83 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第２号　明治38年廰中達第33号土木管理区
規程ノ改正

大正　元年度 (施)大 2. 1.15
知事官房、内務
部 ○

149 84 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第３号　明治40年廰中達第47号土木管理区
出張員特別旅費支給規程ノ改正

大正　元年度 (施)大 2. 1.15
知事官房、内務
部 ○

149 85 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第６号　明治42年廰中達第50号耕地整理常
雇俸給旅費支給規則ノ改正

大正　元年度 (施)大 2. 3.24
知事官房、内務
部 ○

149 86 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第９号　明治39年廰中達第７号知事官房内
務部ニ属スル文書整理種目ノ改正

大正　２年度 (施)大 2. 5.17
知事官房、内務
部 ○
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149 87 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第10号　道路河川其ノ他土木ニ関スル測量
用務ヲ帯ビ出張ヲ命セラレタル者ノ必要経費ノ件

大正　２年度 (施)大 2. 5.17 内務部 ○

149 88 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第１号　明治41年廰中達第55号縣費支弁道
路常用工夫設置規程ノ改正

大正　２年度 (施)大 2. 5.20 内務部 ○

149 89 明治42年起廰中達（文書係）
廰中達第12号　明治40年廰中達第35号道路常用工
夫被服類給与規程ノ改正

大正　２年度 (施)大 2. 5.20 内務部 ○

149 90 明治42年起廰中達（文書係） 廰中達第１号　土木工事監督員心得左ノ通定ム 大正　３年度 (施)大 4. 2. 5 内務部 ○

150 1 事務引受書 知事官房 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 知事官房

150 2 事務引受書 庶務課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部庶務課

150 3 事務引受書 地方課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部地方課

150 4 事務引受書 土木課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部土木課

150 5 事務引受書 都市計画課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15
内務部都市計画
課

150 6 事務引受書 農務課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部農務課

150 7 事務引受書 商工課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部商工課

150 8 事務引受書 水産課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部水産課

150 9 事務引受書 山林課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部山林課

150 10 事務引受書 蚕糸課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部蚕糸課

150 11 事務引受書 耕地課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部耕地課

150 12 事務引受書 会計課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 内務部会計課

150 13 事務引受書 教育課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 学務部教育課

150 14 事務引受書 社会課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 学務部社会課

134 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

150 15 事務引受書 社寺兵事課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15
学務部社寺兵事
課

150 16 事務引受書 特別高等課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15
警察部特別高等
課

150 17 事務引受書 高等課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 警察部高等課

150 18 事務引受書 警務課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 警察部警務課

150 19 事務引受書 保安課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 警察部保安課

150 20 事務引受書 刑事課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 警察部刑事課

150 21 事務引受書 衛生課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 警察部衛生課

150 22 事務引受書 工場課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15 警察部工事課

150 23 事務引受書 健康保険課 昭和　６年度 (施)昭 6. 5.15
警察部健康保険
課

151 1 事務引継書 知事官房 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  知事官房

151 2 事務引継書 総務部人事課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  総務部人事課

151 3 事務引継書 総務部庶務課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  総務部庶務課

151 4 事務引継書 総務部地方課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  総務部地方課

151 5 事務引継書 総務部都市計画課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  
総務部都市計画
課

151 6 事務引継書 総務部統計課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  総務部統計課

151 7 事務引継書 総務部会計課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  総務部会計課

151 8 事務引継書 学務部教育課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  学務部教育課

151 9 事務引継書 学務部社会教育課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  
学務部社会教育
課
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151 10 事務引継書 学務部社会課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  学務部社会課

151 11 事務引継書 学務部社寺兵事課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  
学務部社寺兵事
課

151 12 事務引継書 経済部経済統制課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  
経済部経済統制
課

151 13 事務引継書 経済部農務課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  経済部農務課

151 14 事務引継書 経済部産業組合課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  
経済部産業組合
課

151 15 事務引継書 経済部商工課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  経済部商工課

151 16 事務引継書 経済部水産課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  経済部水産課

151 17 事務引継書 経済部山林課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  経済部山林課

151 18 事務引継書 経済部蚕糸課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  経済部蚕糸課

151 19 事務引継書 経済部耕地課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  経済部耕地課

151 20 事務引継書 土木部総務課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  土木部総務課

151 21 事務引継書 土木部道路課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  土木部道路課

151 22 事務引継書 土木部河港課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  土木部河港課

151 23 事務引継書 警察部長書記室 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  警察部長書記室

151 24 事務引継書 警察部特別高等課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  
警察部特別高等
課

151 25 事務引継書 警察部警務課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  警察部警務課

151 26 事務引継書 警察部保安課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  警察部保安課

151 27 事務引継書 警察部刑事課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  警察部刑事課
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151 28 事務引継書 警察部衛生課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  警察部衛生課

151 29 事務引継書 警察部工場課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  警察部工場課

151 30 事務引継書 警察部健康保険課 昭和１１年度 (施)昭11. 4.  
警察部健康保険
課

152 1 壊滅・移送文書一覧表 縣庁関係 昭和２０年度
（所管）議会事
務局図書室 ○

152 2 壊滅・移送文書一覧表 地方事務所関係 昭和２０年度
（所管）議会事
務局図書室 ○

152 3 壊滅・移送文書一覧表 警察署関係 昭和２０年度
（所管）議会事
務局図書室 ○

153 1 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル事項 昭和１５年度
（所管）教育委
員会総務課

153 2 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校職員復員者調（静岡市） 安倍地方事務所

153 3 視学委員関係書類綴（２冊の１） 高等学校長会議レジメ
（所管）教育委
員会総務課

153 4 視学委員関係書類綴（２冊の１） 静岡縣青年学校一覧
（所管）教育委
員会総務課

153 5 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16. 4.15
文部省社会教育
局

153 6 視学委員関係書類綴（２冊の１） 昭和15年度青年学校視学委員手当ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.16
(施)昭16. 5. 1

学務部社会教育
課

153 7 視学委員関係書類綴（２冊の１） 昭和16年度青年学校視学委員視察及ビ指導計画 昭和１６年度 (起)昭16. 4.24
学務部社会教育
課

153 8 視学委員関係書類綴（２冊の１） 昭和16年度青年学校視学委員視察計画ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.30
(施)昭16. 5.14

学務部社会教育
課

153 9 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 5.13
(施)昭16. 5.13

学務部社会教育
課

153 10 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.30
(施)昭16. 5.10

学務部社会教育
課

153 11 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.10
(施)昭16. 4.11

学務部社会教育
課

153 12 視学委員関係書類綴（２冊の１） 昭和15年度青年学校視学委員視察報告ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 6.14
(施)昭16. 6.16

学務部社会教育
課
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153 13 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員委嘱ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 7. 2
(施)昭16. 7. 8

学務部社会教育
課

153 14 視学委員関係書類綴（２冊の１） 視学委員協議会ノ開催ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16. 5.26
学務部社会教育
課

153 15 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16. 8. 9
学務部社会教育
課

153 16 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員視察ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16. 8.28
学務部社会教育
課

153 17 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 9. 9
(施)昭16. 9.12

学務部社会教育
課

153 18 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16.10.15
(施)昭16.10.20

学務部社会教育
課

153 19 視学委員関係書類綴（２冊の１） 昭和16年度青年学校視学委員手当額ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.10.30
文部省社会教育
局

153 20 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員視察中止ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭16.11.  
学務部社会教育
課

153 21 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件（７件） 昭和１６年度 (起)昭16.11.20
学務部社会教育
課

153 22 視学委員関係書類綴（２冊の１） 昭和16年度青年学校視学委員手当ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16.12.18
(施)昭16.12.22

学務部社会教育
課

153 23 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員自然消滅ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 1.12
(施)昭17. 1.17

学務部社会教育
課

153 24 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員視察ニ関スル件（２件） 昭和１６年度 (起)昭17. 1.29
学務部社会教育
課

153 25 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員自然消滅並ビニ委嘱ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16.12. 5
(施)昭16.12.17

学務部社会教育
課

153 26 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視察研究会ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 2. 9
(施)昭17. 2.12

学務部社会教育
課

153 27 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件（３件） 昭和１７年度 (起)昭17. 4. 8
学務部社会教育
課

153 28 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員手当ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4. 6
(施)昭17. 4.15

学務部社会教育
課

153 29 視学委員関係書類綴（２冊の１）
昭和17年度青年学校視学委員視察計画ニ関スル件
（４件）

昭和１７年度 (起)昭17. 4.30
学務部社会教育
課

153 30 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件（２件） 昭和１７年度 (起)昭17. 5.26
学務部社会教育
課
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153 31 視学委員関係書類綴（２冊の１）
青年学校視学委員視察概要報告ニ関スル件（３
件）

昭和１７年度 (起)昭17. 6.18
学務部社会教育
課

153 32 視学委員関係書類綴（２冊の１） 昭和17年度青年学校視学委員手当額ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 8.22
文部省社会教育
局

153 33 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校海軍視学委員視察ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 9.25
(施)昭17. 9.30

学務部社会教育
課

153 34 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視察日決定報告ノ件 昭和１７年度
静岡県立静岡商
業学校外

153 35 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員視察報告ニ関スル件（２件） 昭和１７年度 (起)昭17.12.21
学務部社会教育
課

153 36 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員自然消滅ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.10.10
(施)昭17.10.14

学務部社会教育
課

153 37 視学委員関係書類綴（２冊の１） 昭和17年度青年学校視学委員手当額ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 1.28
(施)昭18. 1.29

学務部社会教育
課

153 38 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 5.10
(施)昭18. 5.13

学務部社会教育
課

153 39 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員手当ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 4. 8
(施)昭18. 4.19

学務部社会教育
課

153 40 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員協議会開催ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 5.  
(施)昭18. 6. 7

内政部社会教育
課

153 41 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員視察計画ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.18
(施)昭18. 6.21

内政部社会教育
課

153 42 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１８年度 (起)昭18. 7.15
内政部社会教育
課

153 43 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員手当ニ関スル件（２件） 昭和１８年度 (起)昭19. 3.31
内政部社会教育
課

153 44 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１９年度 (起)昭19. 7. 2
内政部社会教育
課

153 45 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員視察ニ関スル件 昭和１９年度 (起)昭19. 6.28
内政部社会教育
課

153 46 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員自然消滅ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭19. 9.15
(施)昭19. 9.19

内政部社会教育
課

153 47 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員視察報告ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭19. 9.15
(施)昭19. 9.19

内政部社会教育
課

153 48 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭19.10. 6
(施)昭19.10.11

内政部社会教育
課
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153 49 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校視学委員手当学ノ件 昭和１９年度 (起)昭20. 2.20
内政部社会教育
課

153 50 視学委員関係書類綴（２冊の１） 地方視学機構ノ現状調査ニツイテ 昭和２３年度 (施)昭23. 9.25
（所管）教育委
員会総務課

153 51 視学委員関係書類綴（２冊の１） 富士補導学級経費清算書
県下各補導学校
開設者

153 52 視学委員関係書類綴（２冊の１） 静岡市工場勤労者補導学級ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 4.19
(施)昭14. 4.26

学務部社会教育
課

153 53 視学委員関係書類綴（２冊の１） 勤労者補導学級開催ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 4.17
(施)昭14. 4.19

学務部社会教育
課

153 54 視学委員関係書類綴（２冊の１） 濱松、静岡勤労者学級講師手配ニ関スル件 昭和１３年度 (収)昭14. 3. 4
（所管）教育委
員会総務課

153 55 視学委員関係書類綴（２冊の１） 勤労者補導学級開催ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭14. 2.28
(施)昭14. 3.12

学務部社会教育
課

153 56 視学委員関係書類綴（２冊の１） 勤労者補導学級開催ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭14. 2.22
(施)昭14. 2.22

学務部社会教育
課

153 57 視学委員関係書類綴（２冊の１） 勤労者補導学級開催ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭13.10.14
(施)昭13.10.20

学務部社会教育
課

153 58 視学委員関係書類綴（２冊の１） 静岡市（２学級）、濱松市補導学級経費送付ノ件 昭和１３年度 (収)昭14. 3.  
財団法人勤労者
教育中央会

153 59 視学委員関係書類綴（２冊の１） 勤労者補導学級ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 5.12
(施)昭14. 5.18

学務部社会教育
課

153 60 視学委員関係書類綴（２冊の１） 静岡市商店員勤労者補導学級ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 4.19
(施)昭14. 5.13

学務部社会教育
課

153 61 視学委員関係書類綴（２冊の１） 静岡市、濱松市補導学級開設ニ関スル件 昭和１３年度 (収)昭14. 3. 7
財団法人勤労者
教育中央会

153 62 視学委員関係書類綴（２冊の１） 補導学級講師派遣ノ件 昭和１３年度 (収)昭14. 3.14
財団法人勤労者
教育中央会

153 63 視学委員関係書類綴（２冊の１） 静岡市商店員勤労者補導学級ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 4.19
(施)昭14. 4.24

学務部社会教育
課

153 64 視学委員関係書類綴（２冊の１） 静岡市商店員勤労者補導学級開設報告ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14. 4.27 静岡市

153 65 視学委員関係書類綴（２冊の１） 補導学級実施経過報告 昭和１４年度 (起)昭14. 5.15
学務部社会教育
課

153 66 視学委員関係書類綴（２冊の１） 勤労者補導学級開催ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭13.11. 4
(施)昭13.11. 9

学務部社会教育
課
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153 67 視学委員関係書類綴（２冊の１） 勤労者補導学級開設ノ件 昭和１３年度
(起)昭13. 9.30
(施)昭13.10. 7

学務部社会教育
課

153 68 視学委員関係書類綴（２冊の１） 青年学校ニ関スル調査報告ノ件 昭和１４年度 (収)昭14. 7.27
県下青年学校設
置市町村

154 1 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校ニ関スル調査報告ノ件 昭和１４年度 (収)昭14.10. 9
静岡県磐田郡袖
浦村

154 2 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校ニ関スル調査報告ノ件 昭和１４年度 (収)昭14. 8. 9
静岡県磐田郡熊
村

154 3 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校学則変更ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 5.13
(施)昭16. 6. 5

学務部社会教育
課

154 4 視学委員関係書類綴（２冊の２） 私立日本楽器青年学校校医採用ノ件届 昭和１８年度 (収)昭18.11.12
私立日本楽器青
年学校

154 5 視学委員関係書類綴（２冊の２） 教員採用ノ件開申 昭和１８年度 (収)昭18. 7.28
私立鈴木式織機
高塚青年学校

154 6 視学委員関係書類綴（２冊の２） 私立青年学校教員採用ノ件開申 昭和１８年度 (収)昭18.10. 6
私立住友静岡青
年学校

154 7 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校学校校医嘱託発令 昭和１７年度 (収)昭18. 1.27
学校部社会教育
課

154 8 視学委員関係書類綴（２冊の２） 私立青年学校教員職務変更ノ件開申 昭和１８年度 (収)昭18. 8. 9
私立遠州機械青
年学校

154 9 視学委員関係書類綴（２冊の２） 私立青年学校教員採用ノ件開申 昭和１８年度 (収)昭18. 7.29
私立中島飛行機
浜松青年学校

154 10 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校義務就学者ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15.10.11
(施)昭15.10.16

学務部社会教育
課

154 11 視学委員関係書類綴（２冊の２） 義務就学者免除報告書 昭和１５年度 (収)昭15.10. 3 鎮玉村

154 12 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校学則変更ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 4. 8
(施)昭16. 4.10

学務部社会教育
課

154 13 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校廃止ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 4. 7
(施)昭16. 4. 9

学務部社会教育
課

154 14 視学委員関係書類綴（２冊の２） 欠勤届 昭和１８年度 (収)昭18. 6.16 （個人名）

154 15 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校女子部始業届 昭和１８年度 (収)昭18.10.12
白須賀町立青年
学校

154 16 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校葬挙行御届 昭和１８年度 (収)昭18.10.13
富士宮市立青年
学校
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154 17 視学委員関係書類綴（２冊の２） 生徒国民貯蓄組合貯蓄状況ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18.10. 8
沼津市立青年学
校

154 18 視学委員関係書類綴（２冊の２）
指導員等ニシテ応召、帰還シタ者ニ関スル報告ノ
件

昭和１８年度 (収)昭18.  .  
志太郡大長村立
青年学校外３件

154 19 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員解職ノ件開申並ビニ欠勤届 昭和１８年度
私立沖電気女子
青年学校外４件

154 20 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校生徒授業料徴収ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 5.26
(施)昭17. 5.27

社会教育課

154 21 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校授業料徴収ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.14
(施)昭16. 5. 6

社会教育課

154 22 視学委員関係書類綴（２冊の２） 昭和19年度使用青年学校教科用図書ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 5.29
磐田郡袋井町立
青年学校

154 23 視学委員関係書類綴（２冊の２） 富士宮市出身戦没者慰霊祭並遺族慰安会挙行届 昭和１８年度 (収)昭18.10. 5
富士宮市立青年
学校

154 24 視学委員関係書類綴（２冊の２） 召集セラレタル者ノ氏名報告ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 9.17
志太郡大長村立
青年学校外８件

154 25 視学委員関係書類綴（２冊の２） 家庭科用砂糖特配願 昭和１８年度 (収)昭18. 6.29
榛原郡勝間田村
青年学校

154 26 視学委員関係書類綴（２冊の２） 昭和19年度青年学校教科書申込ニ関スル件御願 昭和１８年度 (収)昭18.10. 8
私立三保造船所
青年学校

154 27 視学委員関係書類綴（２冊の２） 応召解除届 昭和１８年度 (収)昭18. 8.14
浜松市立商工実
践青年学校

154 28 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校長採用、解職ノ件 昭和１８年度
私立三光青年学
校　外１件

154 29 視学委員関係書類綴（２冊の２） 教諭ノ戦死、召集ニ関スル件 昭和１８年度
浜名郡中瀬村立
青年学校　外２
件

154 30 視学委員関係書類綴（２冊の２） 昭和18年度義務過程実施日時（後期分） 昭和１８年度
浜名郡和地村立
青年学校

154 31 視学委員関係書類綴（２冊の２） 私立青年学校教員採用並ビニ解職ノ件開申 昭和１８年度
私立静岡時田金
属工業青年学校
外１件

154 32 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教科用図書ニ関スル件開申 昭和１８年度
私立共立水産大
場工場青年学校　
外１件

154 33 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校開校式ニ代表者差遣ニ関スル御礼 昭和１８年度 (収)昭18. 9.12
私立共立水産大
場工場青年学校
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154 34 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校開校ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 9.29
駿豆鉄道株式会
社　

154 35 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教科書追加注文ノ件 昭和１８年度 (収)昭18.10. 2
私立清水東洋製
罐青年学校

154 36 視学委員関係書類綴（２冊の２） 復命書 昭和１８年度 (収)昭18.10.29
内政部社会教育
課

154 37 視学委員関係書類綴（２冊の２） 応召教員ニ関スル報告 昭和１８年度 (収)昭18. 9.14
田方郡伊豆長岡
町立青年学校

154 38 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校女子部開設ノ件 昭和１８年度 (収)昭18. 9.14
静岡県浜名郡三
方原村

154 39 視学委員関係書類綴（２冊の２） 義務課程履修ノ為出席スベキ日及時刻ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 9.14
榛原郡中川根村
立青年学校

154 40 視学委員関係書類綴（２冊の２） 教員ノ欠勤、死亡、応召、応召解除ニ関スル件 昭和１８年度

小笠郡池新田町
外四ケ村組合立
笠南青年学校外
３件

154 41 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員任用発令 昭和１７年度
(起)昭17. 6. 8
(施)昭17. 6.13

学務部社会教育
課

154 42 視学委員関係書類綴（２冊の２） 国民学校長ノ退官発令 昭和２１年度 (起)昭21.10.28
養育民生部教育
課

154 43 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校名称及学則制定認可申請 昭和１９年度 (収)昭19.12.22
駿東郡富岡村深
良村青年学校組
合

154 44 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校学則変更認可ニ関スル件 昭和１５年度 (起)昭15.12.27
学務部社会教育
課

154 45 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校学則変更認可ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.20
(施)昭16. 5. 6

学務部社会教育
課

154 46 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員任用発令 昭和１６年度 (起)昭17. 3.28
学務部社会教育
課

154 47 視学委員関係書類綴（２冊の２） 授業料徴収期限延長認可ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 3.24
(施)昭17. 4. 7

学務部社会教育
課

154 48 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員ノ任用並ビニ退職 昭和１６年度
学務部社会教育
課

154 49 視学委員関係書類綴（２冊の２） 昭和18年度後期賞与申請書 昭和１８年度 (収)昭18.12.29 田方郡函南村

154 50 視学委員関係書類綴（２冊の２） 石炭確保挺身隊送出ニ関スル件報告 昭和１８年度 (収)昭18.12.11
富士宮市立青年
学校
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154 51 視学委員関係書類綴（２冊の２） 生徒表彰ニ関スル件伺 昭和１７年度 (起)昭18. 3.  
内政部社会教育
課

154 52 視学委員関係書類綴（２冊の２） 学校要覧記入上ノ注意伺 昭和１７年度 (起)昭17. 5.20
学務部社会教育
課

154 53 視学委員関係書類綴（２冊の２） 職員履歴書ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16.11.19
学務部社会教育
課

154 54 視学委員関係書類綴（２冊の２） 私立青年学校教員採用ノ件開申 昭和１８年度 (収)昭18.11. 5
私立榛葉工業青
年学校

154 55 視学委員関係書類綴（２冊の２）
公私立中等学校以上諸学校緊要営繕工事調査ニ関
スル件回答

昭和１８年度
志太郡小川村外
２２件

154 56 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校職員増俸ノ件 昭和１７年度
学務部社会教育
課

154 57 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員退職ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 6.27
(施)昭17. 6.30

学務部社会教育
課

154 58 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校職員増俸ノ件 昭和１７年度
学務部社会教育
課

154 59 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員任用ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 6.10
(施)昭17. 6.30

学務部社会教育
課

154 60 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校職員増俸ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 6.19
(施)昭17. 6.23

学務部社会教育
課

154 61 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員等任用及ビ任用替ノ件 昭和１７年度
学務部社会教育
課

154 62 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校職員増俸ノ件 昭和１６年度 (施)昭17. 3.31
学務部社会教育
課

154 63 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員ノ任用並ビニ退職ニ関スル件 昭和１７年度
学務部社会教育
課

154 64 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校職員増俸ノ件 昭和１７年度
学務部社会教育
課

154 65 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員任用ノ件 昭和１７年度
学務部社会教育
課

154 66 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校職員増俸ノ件 昭和１７年度
学務部社会教育
課

154 67 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員転補ノ件 昭和１６年度 (起)昭17. 3.28
学務部社会教育
課

154 68 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員資格規程ニ基ヅク教員認可 昭和１４年度
(起)昭15. 3.12
(施)昭15. 3.19

学務部社会教育
課

144 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

154 69 視学委員関係書類綴（２冊の２） 青年学校教員資格規程ニ基ヅク教員認可 昭和１３年度
(起)昭13.12.23
(施)昭13.12.28

学務部社会教育
課

154 70 視学委員関係書類綴（２冊の２） 臨時第２条認定ニ関スル受付書類（男子部） 昭和１７年度
（所管）教育委
員会総務課

155 1 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲表
（所管）教育委
員会総務課

155 2 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙位条例（明治20年５月４日勅令第10号） 明治２０年度 (施)明20. 5. 4
（所管）教育委
員会総務課

155 3 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣秘書官へ問合（文武官叙位進階内則に定
められた勤務年数に関する問い合わせ及び回答）

明治２５年度 (施)明26. 2. 7
（所管）教育委
員会総務課

155 4 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣秘書官通牒（叙位内申の際の様式につい
て）

明治２９年度 (施)明29. 5.10 内務大臣秘書官

155 5 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣秘書官通牒（判任官特別叙位内申の際の
標準内規について）

明治２９年度 (施)明29. 5.15 内務大臣秘書官

155 6 明治27年度叙位叙勲に関する要録
閣議書写（皇太后陛下崩御に伴う一般罪囚に対す
る減刑について）

（所管）教育委
員会総務課

155 7 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣秘書官通牒（高等官以下叙位の際の留意
事項について）

明治３１年度 (施)明31.10.21 内務大臣秘書官

155 8 明治27年度叙位叙勲に関する要録
文部大臣通牒（文武官叙位進階内則の改正に伴う
留意事項について）

明治３２年度 (施)明33. 3. 3 文部大臣

155 9 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣秘書官通牒（叙位取扱に関する年数計算
について）

明治３３年度 (施)明33. 6.20 内務大臣秘書官

155 10 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣官房通牒（叙位条例第４条に関する閣議
決定について）

明治３３年度 (施)明34. 2.25 内務大臣官房

155 11 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣官房通牒（叙位せられたる者からの請書
について）

明治３３年度 (施)明34. 3.23 内務大臣官房

155 12 明治27年度叙位叙勲に関する要録
文部省総務局人事課通牒（公立学校職員叙位の内
申書について）

明治３６年度 (施)明36. 6.25
文部省総務局人
事課

155 13 明治27年度叙位叙勲に関する要録
文部大臣官房秘書課長通牒（公立学校職員叙位叙
勲の内申について）

明治４３年度 (施)明43. 6.16
文部大臣官房秘
書課

155 14 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣秘書官通牒（叙位進階内則による高等官
叙位について）

大正　元年度 (施)大 1.11.16 内務大臣秘書官

155 15 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内閣書記官ヨリ文部大臣秘書官へ通牒（任官叙位
等上奏の際の履歴書について）

大正　元年度 (施)大 1.12. 2 内閣書記官

155 16 明治27年度叙位叙勲に関する要録 文武官叙位進階内則 大正　４年度 (施)大 4. 8. 9 内務大臣官房
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155 17 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣官房通牒（叙勲内申後の身分の異動につ
いて）

大正　４年度 (施)大 4. 8.27 内務大臣官房

155 18 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（公立学校職員叙位に関する履歴書につい
て）

大正　４年度 (施)大 5. 2. 1
文部大臣官房秘
書課

155 19 明治27年度叙位叙勲に関する要録 勅令（叙位条例の改正について） 大正　７年度 (施)大 8. 1.18
（所管）教育委
員会総務課

155 20 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（奏任官待遇の公立学校職員待遇陞等の場合
について）

大正　７年度 (施)大 8. 2.26
文部大臣官房秘
書課

155 21 明治27年度叙位叙勲に関する要録
文部次官通牒（叙位叙勲等内申の取り消しについ
て）

大正　８年度 (施)大 9. 2. 2 文部次官

155 22 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（奏任官待遇小学校長の叙位詮議可能条件該
当者について）

大正１２年度 (施)大13. 3.29
文部大臣官房秘
書課

155 23 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（公立学校、図書館、地方測候所、学校衛生
並ニ社会教育職員等の叙位内申書式ニ関スル件）

大正１５年度 (施)大15. 5.15
文部大臣官房秘
書課

155 24 明治27年度叙位叙勲に関する要録 位階令 大正１５年度 (施)大15.10.21
（所管）教育委
員会総務課

155 25 明治27年度叙位叙勲に関する要録 位階令施行細則 大正１５年度 (施)大15.10.21
（所管）教育委
員会総務課

155 26 明治27年度叙位叙勲に関する要録 通牒（文武官叙位進階内則の改正について） 昭和　６年度 (施)昭 6. 8.25
文部大臣官房秘
書課

155 27 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（叙位内申書の勲章及び功級の記載の省略に
ついて）

昭和１６年度 (施)昭16.10. 2
文部大臣官房秘
書課

155 28 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲内則取扱手続左ノ通改正ス 明治２５年度 (施)明25.12.23 賞勲局総裁

155 29 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲内則左ノ通改定セラル 明治２５年度 (施)明25.12.23 内閣総理大臣

155 30 明治27年度叙位叙勲に関する要録 通牒（勲位進級年数の計算について） 明治３３年度 (施)明34. 3.27 内務大臣秘書官

155 31 明治27年度叙位叙勲に関する要録 通牒（叙勲者具状期日ノ義） 明治３７年度 (施)明37. 5. 4 内務大臣秘書官

155 32 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（公立学校職員にして叙勲内則に該当する者
あるときの勤務状況内申について）

明治３８年度 (施)明38.10.24 文部大臣

155 33 明治27年度叙位叙勲に関する要録
文部大臣官房秘書課長通牒（叙勲内則取扱手続に
より叙勲内申する際の履歴書添付について）

大正　元年度 (施)大 2. 2. 7
文部大臣官房秘
書課

155 34 明治27年度叙位叙勲に関する要録
照会（先に内申のあった者の職名不符合につい
て）

大正　３年度 (施)大 3. 8.15
文部大臣官房秘
書課

146 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

155 35 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲内則取扱手続（改正） 大正　３年度 (施)大 3. 9.30
（所管）教育委
員会総務課

155 36 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲内則及び同取扱手続の改正 大正　３年度 (施)大 3.10. 8 内務次官

155 37 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲内則及同取扱手続改正に伴う留意事項 大正　３年度 (施)大 3.10.27 文部大臣

155 38 明治27年度叙位叙勲に関する要録 通牒（叙勲内則改正要旨） 大正　３年度 (施)大 3.11.19 内務大臣秘書官

155 39 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（勲記取扱に関し賞勲局総裁から当省大臣へ
内牒されたことについて）

大正　３年度 (施)大 3.12.26 内務次官

155 40 明治27年度叙位叙勲に関する要録
内務大臣秘書官通牒（叙勲内申後の身分異動につ
いて）

大正　４年度 (施)大 4. 8.27 文部大臣官房

155 41 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲内則改正 大正　７年度 (施)大 8. 2.25
（所管）教育委
員会総務課

155 42 明治27年度叙位叙勲に関する要録 小学校教員等成績佳良者ニ関スル件通牒 大正１２年度 (施)大12. 7. 7 静岡縣内務部

155 43 明治27年度叙位叙勲に関する要録 通牒（勲等進叙者ノ下級勲章還能ニ関スルコト） 大正１３年度 (施)大13.10.28
文部大臣官房秘
書課

155 44 明治27年度叙位叙勲に関する要録 通牒（勲記領票及下級勲章ノ還能ニ関スルコト） 大正１５年度 (施)大15. 6. 1
文部大臣官房秘
書課

155 45 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（叙勲内申取扱に関し埼玉縣知事より照会の
あった件についての回答を念のため通牒）

昭和　８年度 (施)昭 8.12.21
文部大臣官房秘
書課

155 46 明治27年度叙位叙勲に関する要録 定例叙勲在職年計算ニ関スル件 昭和　８年度 (施)昭 9. 3.28
文部大臣官房秘
書課

155 47 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲年ノ計算ニ関スル件 昭和　８年度 (施)昭 9. 3.23 賞勲局書記官

155 48 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（勲章・記章・褒賞略綬特別取扱に関し勲章
局より通牒）

昭和１１年度 (施)昭11. 5.29
文部大臣官房秘
書課

155 49 明治27年度叙位叙勲に関する要録 勲章・記章・褒賞略綬特別取扱ニ関スル件 昭和１１年度 (施)昭11. 5.12 賞勲局書記官

155 50 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（勲章略綬改正に伴う改正略綬佩用希望者の
取扱に関する件）

昭和１１年度 (施)昭11. 5.29
文部大臣官房秘
書課

155 51 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（勲章略綬改正に伴う改正略綬佩用希望者の
取扱に関する件）

昭和１１年度 (施)昭11. 5.19 賞勲局書記官

155 52 明治27年度叙位叙勲に関する要録 通牒（退官、退職者叙勲取扱方に関する件） 昭和１１年度 (施)昭11. 7.20
文部大臣官房秘
書課
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155 53 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（支那事変のため応召中の者、定例叙勲取扱
方に関する件ほか１件）

昭和１３年度 (施)昭13.11. 9
文部大臣官房秘
書課

155 54 明治27年度叙位叙勲に関する要録
他省ヨリ陸軍部隊付ニ任命セラレアル文官ノ叙勲
年加算ニ関スル件通牒

昭和１３年度 (施)昭13.10.26
陸軍省人事局恩
賞課

155 55 明治27年度叙位叙勲に関する要録
支那事変ニ関シ功績アル陸海軍軍人、軍属並文官
等ニ対スル行賞発令ニ関スル件

昭和１５年度 (施)昭15. 5.31
内務大臣官房人
事課

155 56 明治27年度叙位叙勲に関する要録
文官ニシテ支那事変ノ為応召シタル者ノ応召中ノ
叙勲年加算並兵役事項記載方ニ関スル件

昭和１５年度 (施)昭15. 7. 9
内務大臣官房人
事課

155 57 明治27年度叙位叙勲に関する要録 有勲有章者死亡ノ場合ニ於ケル報告方ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭16. 5.29 静岡縣総務部

155 58 明治27年度叙位叙勲に関する要録
退官退職又は予備後備退役トナシタル者等ノ叙勲
上奏手続ニ関スル件

昭和１１年度 (施)昭11. 7.11 賞勲局総裁

155 59 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通知（有勲有章者死亡ノ場合ニ於ケル報告方ニ関
スル件）

昭和１６年度 (施)昭16. 4. 8
文部大臣官房秘
書課

155 60 明治27年度叙位叙勲に関する要録 有勲有章者死亡ノ場合ニ於ケル報告方ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭16. 4. 1 賞勲局総裁

155 61 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙勲者等族籍氏名変更届出方 大正　３年度 (施)大 3.12.29
（所管）教育委
員会総務課

155 62 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（位記ニ勲等及功級ノ記載ヲ、勲記ニ位階及
功級ノ記載ヲ省略スル件）

昭和１６年度 (施)昭16.10. 2
文部大臣官房秘
書課

155 63 明治27年度叙位叙勲に関する要録
奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員ニシ
テ左項ニ該当スル者ノ報告ニ関シ通牒

明治３２年度 (施)明33. 3.30
文部大臣官房秘
書課

155 64 明治27年度叙位叙勲に関する要録
奏任文官同一ノ待遇ヲ受クル学校職員ニ休職ヲ命
セントスルトキノ文部大臣ヘノ稟議ニ関シ通牒

明治３４年度 (施)明34.12.25
文部省総務局人
事課

155 65 明治27年度叙位叙勲に関する要録
奏任文官同一ノ待遇ヲ受クル学校職員ニ休職ヲ命
セントスルトキノ文部大臣ヘノ稟議ニ関シ通牒

明治３８年度 (施)明38. 6.17
文部大臣官房秘
書課

155 66 明治27年度叙位叙勲に関する要録
奏任文官同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員ニシテ
病気退職ノ場合ノ扱ニ関スル件

明治４０年度 (施)明41. 2.27
文部大臣官房秘
書課

155 67 明治27年度叙位叙勲に関する要録
奏任文官同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員ニシテ
教員養成ヲ目的トスル学校へ入学ノ為休職ヲ命セ
ラレタル者ノ扱ニ関シ通牒

明治４２年度 (施)明42. 4. 6
文部大臣官房秘
書課

155 68 明治27年度叙位叙勲に関する要録
奏任文官同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員ニ休職
ヲ命セントスルトキノ文部大臣ヘノ稟議ニ関シ通
牒

明治４４年度 (施)明44. 9.18
文部大臣官房秘
書課

155 69 明治27年度叙位叙勲に関する要録
小学校長奏任待遇上其ノ勤務年数ニ師範学校訓導
ノ在職年数ヲ俸給額ニ年功加俸ハ何レモ加算ノ限
ニアラス

明治４４年度 (施)明44.12. 2
（所管）教育委
員会総務課
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155 70 明治27年度叙位叙勲に関する要録
奏任官ヲ以テ待遇セラル市町村立小学校長ノ任免
休職懲戒ニ関スル取扱手続

明治４４年度 (施)明45. 3. 4 秘書課

155 71 明治27年度叙位叙勲に関する要録 奏任待遇小学校長転任ノ義ニ付認可稟請 大正１０年度 (施)大11. 3.31 知事

155 72 明治27年度叙位叙勲に関する要録
電信（３月31日学秘第89号稟請奏任待遇小学校長
（個人名）転任ノ件至急認可方御取計相成度）

大正１１年度 (施)大11. 4.14 静岡縣知事

155 73 明治27年度叙位叙勲に関する要録
（書簡）３月31日学秘第89号で稟請した奏任待遇
小学校長（個人名）転任の件至急認可願いたい

大正１１年度 (施)大11. 4.18 静岡縣学務課

155 74 明治27年度叙位叙勲に関する要録
照会（３月31日学秘第89号で稟請された奏任待遇
小学校長（個人名）転任の件について）

大正１１年度 (施)大11. 4.17
文部大臣官房秘
書課

155 75 明治27年度叙位叙勲に関する要録
電信（浜松市濱松女子尋常高等小学校訓導兼校長
（個人名）転任後モ奏任官ヲ以テ待遇セラル様致
度）

大正１１年度 (施)大11. 4.19 静岡縣知事

155 76 明治27年度叙位叙勲に関する要録
３月31日学秘第89号稟請濱松女子尋常高等小学校
長（個人名）ノ転任ノ件上奏ヲ経タリ

大正１１年度 (施)大11. 5. 9 文部大臣

155 77 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（（個人名）ハ転任御裁可ト同時ニ奏任官ヲ
以テ待遇セラル件）

大正１１年度 (施)大11. 5. 9 文部大臣秘書課

155 78 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（公立学校職員ノ進退ニ関シ奏任待遇者ノ取
扱ニ付テ）

大正１１年度 (施)大11. 5.30
文部大臣官房秘
書課

155 79 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（公立学校職員、地方待遇職員、公立小学校
長等ノ任免ニ関スル件）

昭和１３年度 (施)昭14. 2.16
文部大臣官房秘
書課

155 80 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（公立学校職員ノ進退功過ニ関スル留意事
項）

昭和１３年度 (施)昭14. 3. 2
文部大臣官房秘
書課

155 81 明治27年度叙位叙勲に関する要録
通牒（公立学校職員又ハ小学校教員等ニシテ実業
学校教員養成規程ニヨリ東京商科大学ニ入学スル
者ノ取扱）

昭和１５年度 (施)昭15. 6.26 文部次官

155 82 明治27年度叙位叙勲に関する要録 公立学校職員待遇等等級令（抜粋） 大正　５年度 (施)大 6. 1.29
（所管）教育委
員会総務課

155 83 明治27年度叙位叙勲に関する要録 公立学校職員待遇官等等級令左ノ通改正ス 大正　９年度 (施)大 9. 8.26
（所管）教育委
員会総務課

155 84 明治27年度叙位叙勲に関する要録 叙位者
大正　元年度

～
大正１１年度

（所管）教育委
員会総務課

155 85 明治27年度叙位叙勲に関する要録 奏任待遇ヲ賜ハリタル校長
明治４４年度

～
大正１０年度

（所管）教育委
員会総務課

155 86 明治27年度叙位叙勲に関する要録
文部省ニ於テ行ハルル奨励者（選奨規程ニ依ルモ
ノ）

明治３７年度
～

大正　７年度

（所管）教育委
員会総務課

156 1 免許状授与教員姓名簿 従明治14年至明治19年８月免許状授与教員姓名簿
明治１４年度

～
明治１９年度

静岡縣学務課
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157 1 教員免許状授与原簿 明治19年９月教員免許状授与原簿（地方免許状） 明治１９年度 静岡縣学務課

157 2 教員免許状授与原簿 明治19年９月教員免許状授与原簿（延期証） 明治１９年度 静岡縣学務課

157 3 教員免許状授与原簿 明治19年９月教員免許状授与原簿（仮免状） 明治１９年度 静岡縣学務課

157 4 教員免許状授与原簿
明治19年９月教員免許状授与原簿（無期免許状之
部　地方）

明治１９年度 静岡縣学務課

157 5 教員免許状授与原簿
明治19年９月教員免許状授与原簿（簡易科免許状
之部）

明治１９年度 静岡縣学務課

158 1 准正教員免許状授与姓名簿
明治25年４月以降准正教員免許状授与姓名簿（高
等小学校本科正教員）

明治２５年度
～

明治３３年度
第三課学務係

158 2 准正教員免許状授与姓名簿
明治25年４月以降准正教員免許状授与姓名簿（小
学校本科准教員）

明治２５年度
～

明治３３年度
第三課学務係

158 3 准正教員免許状授与姓名簿
明治25年４月以降准正教員免許状授与姓名簿（小
学校専科正教員）

明治２５年度
～

明治３３年度
第三課学務係

158 4 准正教員免許状授与姓名簿
明治25年４月以降准正教員免許状授与姓名簿（小
学校専科准教員）

明治２５年度
～

明治３３年度
第三課学務係

158 5 准正教員免許状授与姓名簿
明治25年４月以降准正教員免許状授与姓名簿（尋
常本科正教員）

明治２５年度
～

明治３３年度
第三課学務係

158 6 准正教員免許状授与姓名簿
明治25年４月以降准正教員免許状授与姓名簿（尋
常本科准教員）

明治２５年度
～

明治３３年度
第三課学務係

158 7 准正教員免許状授与姓名簿
明治25年４月以降准正教員免許状授与姓名簿（各
種学校教員免許状）

明治２６年度
～

明治２９年度
第三課学務係

159 1
自大正８年４月至昭和10年12月小
学校教員試験検定成績佳良証明書
台帳

小学校教員試験検定成績佳良証明書台帳（小学校
本科正教員）

大正　８年度
～

昭和１０年度

静岡縣学務部教
育課 ○

159 2
自大正８年４月至昭和10年12月小
学校教員試験検定成績佳良証明書
台帳

小学校教員試験検定成績佳良証明書台帳（尋常小
学校本科正教員）

大正　８年度
～

昭和１０年度

静岡縣学務部教
育課 ○

159 3
自大正８年４月至昭和10年12月小
学校教員試験検定成績佳良証明書
台帳

小学校教員試験検定成績佳良証明書台帳（幼稚園
保母）

昭和　２年度
～

昭和　６年度

静岡縣学務部教
育課 ○

159 4
自大正８年４月至昭和10年12月小
学校教員試験検定成績佳良証明書
台帳

小学校教員試験検定成績佳良証明書台帳（小学校
准教員）

大正　９年度
～

大正１０年度

静岡縣学務部教
育課 ○

159 5
自大正８年４月至昭和10年12月小
学校教員試験検定成績佳良証明書
台帳

小学校教員試験検定成績佳良証明書台帳（尋常小
学校准教員）

大正　８年度
～

昭和　６年度

静岡縣学務部教
育課 ○
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160 1
昭和11年５月起小学校教員試験検
定成績佳良証明書台帳

小学校教員試験検定成績佳良証明書台帳（小学校
本科正教員）

昭和１１年度
～

昭和２０年度

静岡縣学務部教
育課

160 2
昭和11年５月起小学校教員試験検
定成績佳良証明書台帳

小学校教員試験検定成績佳良証明書台帳（尋常小
学校本科正教員）

昭和１１年度
～

昭和２０年度

静岡縣学務部教
育課

160 3
昭和11年５月起小学校教員試験検
定成績佳良証明書台帳

小学校教員試験検定成績佳良証明書台帳（養訓）
昭和１６年度

～
昭和２０年度

静岡縣学務部教
育課

161 1 静岡県学令類纂（一般法之部） 静岡縣学令類纂（一般法之部）
昭和　４年度
～昭和１９年

度

（主管）教育委
員会総務課 ○

162 1 静岡県学令類纂（一般法之部） 静岡縣学令類纂（一般法之部）
昭和　８年度
～昭和１９年

度

（主管）教育委
員会総務課 ○

163 1 免許状検定基準内規綴
国民学校教員、国民学校養護訓導及幼稚園保母検
定細則左ノ通リ之ヲ定ム

昭和１６年度
(起)昭16. 9.20
(決)昭16. 9.25
(施)昭16. 9.29

学務部教育課 ○

163 2 免許状検定基準内規綴
国民学校教員、国民学校養護訓導及幼稚園保母試
験検定ニ関スル内規左ノ通リ之ヲ定ム

昭和１６年度
(起)昭16.11. 4
(決)昭16.11.11
(施)昭16.11.11

学務部教育課
（国民学校教員
検定委員会）

○

163 3 免許状検定基準内規綴
国民学校教員、国民学校養護訓導及幼稚園保母試
験検定ニ関スル内規左ノ通リ之ヲ定ム

昭和１８年度
(起)昭18.12. 6
(決)昭18.12.20
(施)昭18.12.20

内務部教育課
（国民学校教員
検定委員会）

○

163 4 免許状検定基準内規綴 国民学校令施行細則中左ノ通改正ス 昭和１８年度
(起)昭18.12. 6
(決)昭18.12.21
(施)昭18.12.24

内務部教育課 ○

163 5 免許状検定基準内規綴 養護訓導ノ試験検定ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 6.30 文部省教育局 ○

163 6 免許状検定基準内規綴 養護訓導ノ試験検定標準ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16. 6.24 文部省教育局 ○

163 7 免許状検定基準内規綴 養護訓導ノ試験検定標準ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16. 8.12 文部省教育局 ○

163 8 免許状検定基準内規綴 養護婦ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17. 7.21 文部次官 ○

163 9 免許状検定基準内規綴
国民学校教員、国民学校養護訓導及幼稚園保母試
験検定ニ関スル内規中左ノ通改正ス

昭和１８年度
(起)昭19. 1. 7
(決)昭19. 1.24
(施)昭19. 1.24

内務部教育課
（国民学校教員
検定委員会）

○

164 1
中学校令、実業学校規程、実業学
校教科教授及修練指導要目

中学校令、実業学校規程、実業学校教科教授及修
練指導要目

昭和１８年度
（主管）教育委
員会義務教育課 ○

165 1 終戦教育事務処理提要（第一輯） 終戦教育事務処理提要（第一輯） 昭和２０年度
（主管）教育委
員会義務教育課 ○

166 1 学力認定綴
伺（中学校卒業者ト同等以上学力認定証書ノ交
付）

昭和２０年度
(起)昭21. 1. 7
(施)昭21. 1.27

内政部教学課
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166 2 学力認定綴
伺（中学校卒業者ト同等以上学力認定証書ノ交
付）

昭和２０年度
(起)昭21. 1.28
(決)昭21. 1.30
(施)昭21. 1.31

内政部教学課

166 3 学力認定綴
伺（中学校卒業者ト同等以上学力認定証書ノ交
付）

昭和２０年度
(起)昭21. 3.10
(決)昭21. 3.13
(施)昭21. 3.16

教育民生部教育
課

166 4 学力認定綴
うかがひ（中学校卒業者と同等以上学力認定証書
の交付）

昭和２１年度
(起)昭21. 5. 6
(施)昭21. 5.10

教育民生部教育
課

166 5 学力認定綴
伺（中学校卒業者ト同等以上学力認定証書ノ交
付）

昭和２１年度
(起)昭21. 4. 1
(施)昭21. 4. 2

教育民生部教育
課

166 6 学力認定綴
伺（中学校卒業者ト同等以上学力認定証書ノ交
付）

昭和２１年度
(起)昭21. 4.19
(施)昭21. 4.26

教育民生部教育
課

166 7 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２１年度 (起)昭22. 2.24 教育部教育課

166 8 学力認定綴
伺（中学校卒業者ト同等以上学力認定証書ノ交
付）

昭和２１年度
(起)昭22. 2.24
(施)昭22. 2.24

教育部教育課

166 9 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２１年度 (起)昭22. 3.13 教育部教育課

166 10 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２２年度 (起)昭22. 5. 2 教育部教育課

166 11 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２２年度 (起)昭22. 5.27 教育部教育課

166 12 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２２年度 (起)昭22. 9.16 教育部教育課

166 13 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２２年度 (起)昭22.10. 7 教育部教育課

166 14 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２２年度 (起)昭23. 2.23 教育部視学課

166 15 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２３年度 (起)昭23. 4. 8 教育部視学課

166 16 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２３年度 (起)昭23. 6. 4 教育部視学課

166 17 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２３年度 (起)昭23. 9.24 教育部視学課

166 18 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２３年度 (起)昭23.10.25 教育部視学課

166 19 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２３年度 (起)昭23.12.20
教育委員会総務
課
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166 20 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２３年度 (起)昭24. 1. 5
教育委員会総務
課

166 21 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２３年度 (起)昭24. 1.21
教育委員会総務
課

166 22 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２３年度 (起)昭24. 2.23
教育委員会総務
課

166 23 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２４年度 (起)昭24. 8.30
教育委員会総務
課

166 24 学力認定綴
伺（中学校卒業者と同等以上学力認定証書の交
付）

昭和２４年度
(起)昭24.10. 6
(決)昭24.10. 8

教育委員会総務
課

167 1 教育職員免許法関係
学校教育法施行規則第99條第10号等ニ基ク仮免許
状ヲ有スル者トミナス者ノ指定ニツイテ

昭和２４年度 (施)昭24.10.10
教育委員会総務
課 ○

167 2 教育職員免許法関係
外国大学出身者に対する中等教員無試験検定出願
について

昭和２４年度
(起)昭24. 6.13
(決)昭24. 6.15
(施)昭24. 6.16

教育委員会総務
課 ○

167 3 教育職員免許法関係 在外諸学校邦人教職員任用ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1. 7 外務省管理局 ○

167 4 教育職員免許法関係 在外諸学校邦人教職員任用ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭20.10. 5 外務省管理局 ○

167 5 教育職員免許法関係 外地外国出身学生生徒ノ取扱ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 3. 2
文部省学校教育
局 ○

167 6 教育職員免許法関係 外国及外地引揚教職員教育関係官吏採用ノ件 昭和２１年度 (収)昭21. 5.31
文部省学校教育
局 ○

167 7 教育職員免許法関係 通牒（引揚学校教職員ノ措置ニ関スル件） 昭和２０年度 (収)昭20.12.13
文部大臣官房秘
書課 ○

167 8 教育職員免許法関係 在満諸学校教職員任用ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 2. 5
外務省管理局第
三部第一課 ○

167 9 教育職員免許法関係 元満州国教職員の採用について 昭和２１年度 (収)昭21. 9.21
文部省学校教育
局 ○

167 10 教育職員免許法関係 教育職員免許状交付又は検定出願について 昭和２４年度 (施)昭24.12. 2
教育委員会総務
課 ○

167 11 教育職員免許法関係 教育職員免許状交付又は検定出願について 昭和２４年度 (施)昭24.12. 8
教育委員会総務
課 ○

167 12 教育職員免許法関係 教育職員免許状交付又は検定出願について 昭和２４年度 (施)昭24.12.17
教育委員会総務
課 ○

167 13 教育職員免許法関係
教育職員免許状交付（検定）出願書類の整理につ
いて

昭和２４年度 (施)昭25. 1. 7
教育委員会総務
課 ○
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167 14 教育職員免許法関係 昭和24年度幼稚園教員免許法認定講習ニツイテ 昭和２４年度 (施)昭25. 1.21
教育委員会総務
課 ○

167 15 教育職員免許法関係
電文案（現職教育職員免許法施行法該当者への免
許状授与は３月中に終る見込）

昭和２５年度
(起)昭26. 1.12
(施)昭26. 1.12

教育委員会総務
課 ○

167 16 教育職員免許法関係
電文案（現職教育職員免許法施行法該当者への免
許状授与は３月中に終る見込）

昭和２５年度 (起)昭26. 1.12 学事課 ○

167 17 教育職員免許法関係
電文案（法改正になった場合現職者についての免
許状切り替え事務は完了の見込）

昭和２５年度
(起)昭26. 3. 7
(決)昭26. 3. 8
(施)昭26. 3. 8

教育委員会総務
課 ○

167 18 教育職員免許法関係
電文案（法改正になった場合現職者についての免
許状切り替え事務は完了の見込）

昭和２５年度 (起)昭26. 3. 7 学事課 ○

167 19 教育職員免許法関係 教育職員の免許事務について 昭和２５年度 (収)昭26. 3. 2
文部省大学学術
局 ○

167 20 教育職員免許法関係 うかがい（祖山学院高等部の沿革について照会） 昭和２６年度
(起)昭26. 6.18
(決)昭26. 6.23
(施)昭26. 6.23

教育委員会総務
課 ○

167 21 教育職員免許法関係 教育職員免許状の検定出願について 昭和２６年度
(起)昭26. 6.18
(決)昭26. 6.23
(施)昭26. 6.23

教育委員会総務
課 ○

167 22 教育職員免許法関係 免許状授与について回答 昭和２５年度
(起)昭26. 3. 9
(決)昭26. 3.10
(施)昭26. 3.10

教育委員会総務
課 ○

167 23 教育職員免許法関係
通知（従前の規定による高等学校高等課教員検定
に関する事務は、次に掲げる事項を除き終了し
た）

昭和２６年度 (収)昭26. 7.30
文部省大学学術
局教職員養成課 ○

167 24 教育職員免許法関係 教育職員免許法関係事務分担について 昭和２６年度
(起)昭26. 9.26
(施)昭26. 9.28

教育委員会総務
課 ○

167 25 教育職員免許法関係 現職教員の新免許状交付又は授与について 昭和２６年度
(起)昭27. 1.30
(施)昭27. 2. 8

教育委員会総務
課 ○

167 26 教育職員免許法関係 ７條講習による上級免許状取得予想者数について 昭和２６年度
(起)昭26.12.11
(施)昭26.12.17

教育委員会総務
課 ○

167 27 教育職員免許法関係
教育職員免許法別表第４、第５、第６又は同法施
行法第７条に基く上級免許状の授与状況について

昭和２７年度
(起)昭27. 5.17
(決)昭27. 5.17
(施)昭27. 5.17

教育委員会総務
課 ○

167 28 教育職員免許法関係 現職教員の新免許状交付又は授与について 昭和２６年度 (起)昭27. 1.30
教育委員会総務
課 ○

167 29 教育職員免許法関係
教育庁庁舎火災に伴う教育職員免許関係事務の特
別措置について

昭和２７年度
(起)昭27. 6. 5
(決)昭27. 6.20
(施)昭27. 7. 7

教育委員会総務
課 ○

167 30 教育職員免許法関係
福岡縣教育庁庁舎火災に伴う教育職員免許関係事
務の特別措置を講ぜられたき旨の依頼について

昭和２６年度
(起)昭27. 3.15
(施)昭27. 3.19

教育委員会総務
課 ○

167 31 教育職員免許法関係
うかがい（免許法施行法の検定不参者並びに其の
他の新規出願者についての検定実施について）

昭和２７年度 (起)昭27. 6.30
教育委員会総務
課 ○
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167 32 教育職員免許法関係
うかがい（教育職員免許状授与並びに検定におけ
る修得単位等についての打合会開催について）

昭和２７年度
(起)昭27. 6.30
(施)昭27. 7. 1

教育委員会総務
課 ○

167 33 教育職員免許法関係 免許法認定講習について（幼稚園教員） 昭和２７年度 (収)昭27.10. 7
お茶の水女子大
学 ○

167 34 教育職員免許法関係 免許法認定講習について（高等学校教員） 昭和２７年度 (収)昭27.10. 7
お茶の水女子大
学 ○

167 35 教育職員免許法関係 教育長指導主事の免許状所有者数調について 昭和２７年度 (起)昭27. 7.24
教育委員会総務
課 ○

167 36 教育職員免許法関係
全国免許事務協議会結成促進に関する依頼につい
て

昭和２７年度 (収)昭27. 8.  

全国教育職員免
許事務協議会結
成準備会（東京
都教育庁職員課
主事）

○

167 37 教育職員免許法関係
特殊教育に関する免許法認定通信教育開講につい
て

昭和２７年度 (収)昭27.11. 6 東京教育大学 ○

167 38 教育職員免許法関係
教育職員免許法及び同法施行法の一部改正法律案
について（通知）

昭和２７年度 (収)昭28. 3.30
文部省大学学術
局教職員養成課 ○

167 39 教育職員免許法関係 うかがい（教育職員免許事務運営研修会の開催） 昭和２８年度
(起)昭28. 6. 1
(施)昭28. 6. 8

教育委員会総務
課 ○

167 40 教育職員免許法関係
教育職員免許法関係事務担当者研修会の開催につ
いて

昭和２６年度
(起)昭26.10. 8
(施)昭26.10. 9

教育委員会総務
課 ○

167 41 教育職員免許法関係 教育職員免許法関係事務連絡協議会開催について 昭和２６年度 (収)昭26.11.29
文部省大学学術
局 ○

167 42 教育職員免許法関係
うかがい（教育職員免許法検定基準等研究打合会
の開催について）

昭和２７年度 (起)昭27. 5.15
教育委員会総務
課 ○

167 43 教育職員免許法関係
うかがい（文部省主催全国教育職員免許法関係事
務連絡協議会へ出席について）

昭和２７年度 (起)昭27.11.18
教育委員会総務
課 ○

167 44 教育職員免許法関係
うかがい（免許法関係事務打合会の開催につい
て）

昭和２７年度
(起)昭27.12.13
(決)昭27.12.17
(施)昭27.12.17

教育委員会総務
課 ○

167 45 教育職員免許法関係 一都九県免許事務担当者連絡協議会について 昭和２８年度 (収)昭28. 5. 4
栃木県教育委員
会 ○

167 46 教育職員免許法関係
一都九県免許事務担当者連絡協議会提出議題につ
いて

昭和２８年度 (起)昭28. 5. 1
教育委員会総務
課 ○

167 47 教育職員免許法関係 教育職員検定施行についての報告書提出について 昭和２８年度
(起)昭28. 5.14
(施)昭28. 5.26

教育委員会総務
課 ○

167 48 教育職員免許法関係 教育職員免許状授与に関する証明書について 昭和２８年度
(起)昭28.11.18
(施)昭28.11.28

教育委員会総務
課 ○
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167 49 教育職員免許法関係
うかがい（教育事務所免許事務担当者打合会の開
催について）

昭和２９年度
(起)昭29. 4.14
(決)昭29. 4.15

教育委員会総務
課 ○

167 50 教育職員免許法関係
教育職員単位修得試験実施要項掲載方について
（依頼）

昭和２９年度 (収)昭29. 6. 1 東京教育大学 ○

167 51 教育職員免許法関係 昭和29年度単位修得試験実施要項送付ニツイテ 昭和２９年度 (収)昭29. 6.15
名古屋大学学生
部 ○

167 52 教育職員免許法関係 昭和29年度単位修得試験実施案内送付ニツイテ 昭和２９年度 (収)昭29. 6.16 東京芸術大学 ○

167 53 教育職員免許法関係
免許関係の制令並びに省令改正に関する要望事項
について

昭和２９年度
(起)昭29. 7. 3
(施)昭29. 7. 5

教育委員会総務
課 ○

167 54 教育職員免許法関係
盲学校、ろう学校特殊教科教員の免許状別調査に
ついて（解答）

昭和２９年度 (起)昭29. 8.14
教育委員会総務
課 ○

167 55 教育職員免許法関係
新法施行後ノ臨時免許状ニ関スル規則等ノ案ノ集
計ニツイテ

昭和２９年度 (収)昭29.10. 5
茨城県教育委員
会学務課 ○

167 56 教育職員免許法関係
全国教育職員免許法関係事務担当者会議の開催に
ついて（通知）

昭和２９年度 (収)昭29.10.15
北海道教育委員
会 ○

167 57 教育職員免許法関係 学業成績記入用紙の判別依頼について 昭和２９年度 (収)昭29.10.21
京都工芸繊維大
学工芸学部 ○

167 58 教育職員免許法関係
うかがい（免許事務担当者の事務打合会開催につ
いて）

昭和２９年度 (起)昭29.12. 3
教育委員会総務
課 ○

167 59 教育職員免許法関係
教育職員免許法関係諸規則改正の説明並びに事務
打合会開催について

昭和２９年度 (起)昭30. 1. 5
教育委員会総務
課 ○

167 60 教育職員免許法関係 榛葉工業青年学校卒業の資格認定について回答 昭和２９年度
(起)昭30. 3.15
(決)昭30. 3.17
(施)昭30. 3.18

教育委員会総務
課 ○

167 61 教育職員免許法関係
うかがい（免許事務担当者事務打合会開催につい
て）

昭和３０年度
(起)昭30. 4.20
(施)昭30. 4.20

教育委員会総務
課 ○

167 62 教育職員免許法関係 教育職員免許法第20条に規定する規則等について 昭和３０年度
(起)昭31. 2.25
(施)昭31. 2.27

教育委員会総務
課 ○

167 63 教育職員免許法関係
うかがい（教員養成課程認定大学短期大学一覧－
大学院、専攻科、聴講生の課程－送付について）

昭和３１年度
(起)昭31. 4.18
(施)昭31. 4.18

教育委員会総務
課 ○

167 64 教育職員免許法関係 教育職員免許状の授与件数について（報告） 昭和３１年度
(起)昭31. 7. 2
(施)昭31. 7. 5

教育委員会総務
課 ○

167 65 教育職員免許法関係 昭和31年度単位修得試験について（通知） 昭和３１年度 (収)昭31. 6.23
静岡大学教育学
部 ○

167 66 教育職員免許法関係
教職員免許法第６条別表第３備考第６号の規定に
より授与した免許乗数等調

昭和３１年度
(起)昭31.10. 3
(決)昭31.10. 9
(施)昭31.10.10

教育委員会総務
課 ○
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167 67 教育職員免許法関係 転入学生の免許状取得について（回答） 昭和３１年度
(起)昭31.12.17
(施)昭31.12.19

教育委員会総務
課 ○

167 68 教育職員免許法関係
有効期間の経過した臨時免許状の再授与について
回答

昭和３１年度
(起)昭31.11.13
(施)昭31.11.15

教育委員会総務
課 ○

167 69 教育職員免許法関係 昭和32年度単位修得試験実施要綱送付について 昭和３２年度 (収)昭32. 4.11
文部省大学学術
局 ○

167 70 教育職員免許法関係 免許法関係（事務）事項について（回答） 昭和３２年度
(起)昭32. 7.11
(決)昭32. 7.12
(施)昭32. 7.13

教育委員会総務
課 ○

167 71 教育職員免許法関係 教育職員免許状取得状況について 昭和３２年度
(起)昭32.10.11
(施)昭32.10.16

教育委員会総務
課 ○

167 72 教育職員免許法関係 教育職員免許状の授与件数等について（報告） 昭和３２年度
(起)昭32. 6.26
(決)昭32. 6.29
(施)昭32. 7. 3

教育委員会総務
課 ○

167 73 教育職員免許法関係
うかがい（教育職員免許状の授与件数等について
（報告））

昭和３２年度
(起)昭32. 6.26
(決)昭32. 6.28
(施)昭32. 7. 3

教育委員会総務
課 ○

167 74 教育職員免許法関係
うかがい（昭和32年度全国教育職員免許法主管課
長会議の出席者について（報告））

昭和３２年度
(起)昭32. 8.21
(施)昭32. 8.22

教育委員会総務
課 ○

167 75 教育職員免許法関係
昭和32年度全国教育職員免許法主管課長会議の運
営について

昭和３２年度
(起)昭32. 9.18
(施)昭32. 9.18

教育委員会総務
課 ○

167 76 教育職員免許法関係
静岡大学併設教員養成所（県立臨時教員養成所）
卒業生に係る学籍簿の保管について依頼

昭和３２年度
(起)昭32.11.20
(決)昭32.11.22
(施)昭32.11.22

教育委員会総務
課 ○

167 77 教育職員免許法関係 うかがい（免許事務打合会開催について） 昭和３２年度
(起)昭32.11. 5
(決)昭32.11. 8
(施)昭32.11. 8

教育委員会総務
課 ○

167 78 教育職員免許法関係
うかがい（教育長講習修了者に対する免許状授与
見込証明書の交付について）

昭和２７年度 (起)昭28. 3. 5
教育委員会総務
課 ○

167 79 教育職員免許法関係 教育長単位取得見込証明書の送付について 昭和２７年度 (収)昭28. 3. 4
静岡大学教育学
部 ○

167 80 教育職員免許法関係
実験・実技及び実習の科目の単位修得について
（回答）

昭和３２年度
(起)昭33. 3.15
(施)昭33. 3.22

教育委員会総務
課 ○

168 1 昭和13年度小学校設備
昭和13年３月18日付稟請内田尋常高等小学校校舎
増築ノ件認可ス

昭和１３年度
(起)昭13. 3.30
(施)昭13. 7.14

学務部教育課 ○

168 2 昭和13年度小学校設備
昭和13年７月14日付稟請大川尋常高等小学校坂ノ
上分教場校舎改築ノ件認可ス

昭和１３年度
(起)昭13. 7.14
(施)昭13. 7.25

学務部教育課 ○

168 3 昭和13年度小学校設備
昭和13年８月29日付稟請岡尋常小学校校舎建築ノ
件認可ス

昭和１３年度
(起)昭13. 9.10
(施)昭13. 9.28

学務部教育課 ○

168 4 昭和13年度小学校設備
昭和13年７月18日付稟請竹麻尋常高等小学校校舎
建築ノ件認可ス

昭和１３年度
(起)昭13. 8.12
(施)昭13. 8.12

学務部教育課 ○
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168 5 昭和13年度小学校設備
昭和13年７月30日付稟請有度尋常高等小学校校舎
増改築ノ件認可ス

昭和１３年度
(起)昭13. 8. 5
(施)昭13. 8.30

学務部教育課 ○

168 6 昭和13年度小学校設備
昭和13年５月10日付稟請五和尋常高等小学校大代
分教場校舎移転増改築ノ件認可ス

昭和１３年度
(起)昭13.11.18
(施)昭13.11.29

学務部教育課 ○

169 1 昭和14，15年度小学校設備
市町村立尋常高等小学校校舎建築ノ件（浜松相生
尋常小学校校舎新築ノ件認可ス）

昭和１４年度
(起)昭15. 3.15
(施)昭15. 3.18

学務部教育課 ○

169 2 昭和14，15年度小学校設備
市町村立尋常高等小学校校舎建築ノ件（浜松相生
尋常小学校並浜松城北高等小学校校舎増築ノ件認
可ス）

昭和１４年度
(起)昭15. 3.15
(施)昭15. 3.18

学務部教育課 ○

169 3 昭和14，15年度小学校設備
市町村立尋常高等小学校校舎建築ノ件（大池尋常
高等小学校校舎並附属建物増築ノ件認可ス）

昭和１４年度
(起)昭14.12.27
(施)昭15. 1.12

学務部教育課 ○

169 4 昭和14，15年度小学校設備
市町村立尋常高等小学校校舎建築ノ件（稲子尋常
小学校校舎移転改築ノ件認可ス）

昭和１４年度
(起)昭14.12.21
(施)昭15. 1.30

学務部教育課 ○

169 5 昭和14，15年度小学校設備
市町村立尋常高等小学校校舎建築ノ件（不二見尋
常小学校校舎建築ノ件認可ス）

昭和１４年度
(起)昭15. 2. 1
(施)昭15. 2. 8

学務部教育課 ○

169 6 昭和14，15年度小学校設備
市町村立小学校校地増加認可ノ件（不二見尋常小
学校校地トシテ左記土地増加ノ件認可ス

昭和１４年度
(起)昭14.12.20
(施)昭14.12.27

学務部教育課 ○

169 7 昭和14，15年度小学校設備
市町村立尋常高等小学校校舎建築ノ件（静岡森下
尋常小学校、静岡伝馬町尋常小学校、静岡三番町
尋常小学校校舎建築ノ件認可ス）

昭和１５年度
(起)昭15. 4.  
(施)昭15. 6.11

学務部教育課 ○

169 8 昭和14，15年度小学校設備
市町村立尋常高等小学校校舎建築ノ件（吉澤尋常
小学校校舎移転増築ノ件認可ス）

昭和１５年度
(起)昭15. 5.20
(施)昭15. 5.21

学務部教育課 ○

170 1 昭和15，16年度小学校設備
市町村立小学校校舎新築ノ件（濱松南部尋常小学
校校舎新築ノ件認可ス）

昭和１６年度
(起)昭16. 1.22
(施)昭16. 5.10

学務部教育課 ○

170 2 昭和15，16年度小学校設備
国民学校校舎増改築ノ件（河輪村国民学校校舎増
改築ノ件認可ス）

昭和１６年度
(起)昭16.11. 1
(施)昭16.11.10

学務部教育課 ○

170 3 昭和15，16年度小学校設備
市町村立国民学校校舎増築ノ件（修善寺町熊坂国
民学校校舎増築ノ件認可ス）

昭和１６年度
(起)昭16. 7.30
(施)昭16.10. 4

学務部教育課 ○

170 4 昭和15，16年度小学校設備
市町村立国民学校校舎増築ノ件（長泉村国民学校
校舎増築ノ件認可ス）

昭和１６年度
(起)昭16. 5. 7
(施)昭16. 6.10

学務部教育課 ○

171 1
免許漁業原簿（写）（専用漁業之
部）（２冊の１）

免許漁業原簿（写）（専用漁業之部）
明治４１年度

～
昭和１７年度

林業・水産部水
産課

172 1
免許漁業原簿（専用漁業之部）
（２冊の２）

免許漁業原簿（専用漁業之部）
明治４１年度

～
昭和２３年度

林業・水産部水
産課

173 1
共同漁業権者名簿（定置漁業之
部）

共同漁業権著名簿（定置漁業之部）
明治４４年度

～
昭和２２年度

林業・水産部水
産課

174 1
共同漁業権者名簿第壱冊（特別漁
業之部）（２冊の１）

共同漁業権著名簿第壱冊（特別漁業之部）
明治４４年度

～
大正１３年度

林業・水産部水
産課
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175 1
共同漁業権者名簿第弐冊（特別漁
業之部）（２冊の２）

共同漁業権著名簿第弐冊（特別漁業之部）
明治４４年度

～
昭和２２年度

林業・水産部水
産課

176 1
共同漁業権者名簿（区画漁業之
部）

共同漁業権著名簿（区画漁業之部）
明治４４年度

～
昭和２０年度

林業・水産部水
産課

177 1
共同漁業権者名簿第壱冊（河川湖
沼専用漁業）

共同漁業権著名簿第壱冊（河川湖沼専用漁業）
明治４１年度

～
昭和２２年度

林業・水産部水
産課

178 1
免許漁業共同人名簿（漁業権共有
者ノ部）

免許漁業共同人名簿（漁業権共有者ノ部）
明治３６年度

～
明治４４年度

林業・水産部水
産課

179 1
免許漁業共同人名簿（漁業権共同
借主ノ部）

免許漁業共同人名簿（漁業権共同借主ノ部） 明治４０年度
林業・水産部水
産課

180 1
共同入漁権者名簿（専用漁業権
（河川湖沼）第壹冊）

共同入漁権著名簿（専用漁業権（河川湖沼）第壹
冊）

明治４２年度
～

昭和　３年度

林業・水産部水
産課

181 1
入漁登録簿（専用漁業権（河川湖
沼）第壹冊）

入漁登録簿（専用漁業権（河川湖沼）第壹冊）
明治４１年度

～
明治４２年度

林業・水産部水
産課

182 1 魚市場関係綴（乙） 案（浜松魚市場株式会社設立に関する事務連絡） 昭和１６年度
(起)昭16. 4.17
(施)昭16. 4.17

経済部水産課

182 2 魚市場関係綴（乙） 浜松魚市場株式会社設立認可申請ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 2.25
(施)昭16. 3. 3

経済部水産課

182 3 魚市場関係綴（乙）
昭和15年11月１日付申請舞阪魚株式会社ヨリ食品
卸売市場開設権譲受ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 4. 5
(施)昭16. 4.24

経済部水産課

182 4 魚市場関係綴（乙） 魚市場開設許可権譲受ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 3. 7
(施)昭16. 3.13

経済部水産課

182 5 魚市場関係綴（乙） 魚市場開設許可権譲受ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 1.28
(施)昭16. 1.28

経済部水産課

182 6 魚市場関係綴（乙） 検査役専任申請書（写） 昭和１６年度 (施)昭16.12.  
静岡県水産物配
給統制株式会社
取締役

182 7 魚市場関係綴（乙）
案（静岡縣水産物配給統制株式会社設立認可に関
する事務連絡文書）

昭和１６年度
(起)昭16.12.10
(施)昭16.12.10

経済部水産課

182 8 魚市場関係綴（乙）
静岡縣水産物配給統制株式会社設立認可ニ関スル
件

昭和１６年度
(起)昭16.11.24
(施)昭16.11.25

経済部水産課

182 9 魚市場関係綴（乙）
静岡縣水産物配給統制株式会社設立認可ニ関スル
件

昭和１６年度
(起)昭16.10.27
(施)昭16.10.28

経済部水産課

182 10 魚市場関係綴（乙）
静岡縣水産物配給統制株式会社設立認可ニ関スル
件

昭和１６年度
(起)昭16.10.24
(施)昭16.10.25

経済部水産課

182 11 魚市場関係綴（乙） 伺（静岡縣水産物配給組合理事変更について） 昭和１６年度 (起)昭16. 7. 7 経済部水産課
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182 12 魚市場関係綴（乙）
伺（静岡縣水産物配給組合の設立に伴う理事選任
について）

昭和１６年度 (起)昭16. 6.23 経済部水産課

182 13 魚市場関係綴（乙） 魚市場継続開設許可申請 昭和１６年度 (収)昭16.12.10
株式会社清水魚
市場

182 14 魚市場関係綴（乙） 魚市場開設期間更新ニ関スル件伺 昭和１６年度
(起)昭16.12.10
(施)昭16.12.19

経済部水産課

182 15 魚市場関係綴（乙） 鮮魚貝類ノ販売価格ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16.12. 2 経済部水産課

182 16 魚市場関係綴（乙）
昭和16年12月26日付提出ノ静岡縣水産物配給統制
株式会社ノ取締役及監査役選出ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭16.12.27
(施)昭16.12.27

経済部水産課

182 17 魚市場関係綴（乙）
案（株式会社静岡魚市場売場土間工事延期ノ件許
可ス）

昭和１６年度
(起)昭16.12.31
(施)昭17. 1. 7

経済部水産課

182 18 魚市場関係綴（乙）
案（株式会社静岡魚市場売場土間工事延期ノ件許
可ス）

昭和１６年度
(起)昭16.10.25
(施)昭16.10.31

経済部水産課

182 19 魚市場関係綴（乙）
案（株式会社静岡魚市場売場土間工事延期ノ件許
可ス）

昭和１６年度
(起)昭16. 8.31
(施)昭16. 9. 4

経済部水産課

182 20 魚市場関係綴（乙）
案（株式会社静岡魚市場売場土間工事延期ノ件許
可ス）

昭和１６年度
(起)昭16. 6.16
(施)昭16. 6.17

経済部水産課

182 21 魚市場関係綴（乙）
案（株式会社静岡魚市場売場土間工事延期ノ件許
可ス）

昭和１６年度
(起)昭16. 3.31
(施)昭16. 4. 8

経済部水産課

182 22 魚市場関係綴（乙） 株式会社静岡魚市場ニ関スル件 昭和１５年度 (収)昭15.11. 5 商工省管理局

182 23 魚市場関係綴（乙） 株式会社静岡魚市場ニ関スル件 昭和１５年度 (収)昭15.10. 7
静岡市役所商工
課

182 24 魚市場関係綴（乙） 株式会社静岡魚市場ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15.10. 7
(施)昭15.10. 7

経済部水産課

182 25 魚市場関係綴（乙） 株式会社静岡魚市場設立ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15.10. 5
(施)昭15.10. 5

経済部水産課

182 26 魚市場関係綴（乙）
電報（株式会社静岡魚市場設立に関する資金調整
局あて書類の写しの送付依頼）

昭和１５年度 (収)昭15.10. 5 農林省水産局

182 27 魚市場関係綴（乙） 株式会社静岡魚市場設立認可申請ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 9.20
(施)昭15. 9.20

経済部水産課

182 28 魚市場関係綴（乙）

電報（日銀（個人名）に電話した。内申取消は受
理したことにより消滅し、書類は返さぬことを原
則なりという、（個人名）の了解を得られた
し。）

昭和１５年度 (施)昭15. 9.10 経済部水産課

182 29 魚市場関係綴（乙） 株式会社静岡魚市場設立内認可申請ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 8.20
(施)昭15. 9.21

経済部水産課
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182 30 魚市場関係綴（乙） 株式会社静岡魚市場設立内認可申請ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 7.26
(施)昭15. 8. 2

経済部水産課

182 31 魚市場関係綴（乙）
昭和16年１月６日申請食品卸売市場分場設置期間
更新ノ件許可ス

昭和１５年度
(起)昭16. 1.12
(施)昭16. 1.16

経済部水産課

182 32 魚市場関係綴（乙） 昭和15年12月　日申請業務規程変更ノ件許可ス 昭和１５年度
(起)昭15.12.11
(決)昭15.12.14

経済部水産課

182 33 魚市場関係綴（乙）
昭和16年３月15日申請漁獲物共同販売所業務規程
変更ノ件許可ス

昭和１５年度
(起)昭16. 3.18
(施)昭16. 3.20

経済部水産課

182 34 魚市場関係綴（乙）
昭和15年10月29日付ヲ以テ申請ニ係ル食品卸売市
場開設期間更新ニ関スル件許可ス

昭和１５年度
(起)昭15.10.31
(施)昭15.11. 4

経済部水産課

182 35 魚市場関係綴（乙） 昭和15年１月16日申請事業計画変更ノ件許可ス 昭和１４年度
(起)昭15. 1.18
(施)昭15. 2.14

経済部水産課

182 36 魚市場関係綴（乙）
昭和16年７月　日申請ノ食品卸売市場開設更新ノ
件許可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 7.28
(施)昭16. 8. 2

経済部水産課

182 37 魚市場関係綴（乙） 漁獲物共同販売所開設許可ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 8.28
(施)昭15. 8.30

経済部水産課

182 38 魚市場関係綴（乙） 漁獲物共同販売所開設ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 7.13
(施)昭15. 7.15

経済部水産課

182 39 魚市場関係綴（乙） 漁獲物共同販売所開設許可ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 5. 9
(決)昭16. 5.23
(施)昭16. 5.23

経済部水産課

182 40 魚市場関係綴（乙） 漁獲物共同販売所開設許可ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 5. 2
(施)昭16. 5. 3

経済部水産課

182 41 魚市場関係綴（乙）
業務開始届（仁科濱漁業協同組合魚類共同販売
所）

昭和１６年度 (収)昭16. 5. 8
仁科濱漁業協同
組合

182 42 魚市場関係綴（乙）
昭和16年３月１日付申請食品卸売市場開設ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 3.27
(施)昭16. 4. 1

経済部水産課

182 43 魚市場関係綴（乙） 漁獲物共同販売所開設許可ノ件 昭和１５年度
(起)昭16. 3. 7
(施)昭16. 3.13

経済部水産課

182 44 魚市場関係綴（乙）
昭和15年12月14日申請食品卸売市場開設ノ件許可
ス

昭和１６年度
(起)昭16. 4. 1
(施)昭16. 4.24

経済部水産課

182 45 魚市場関係綴（乙） 魚市場開設許可ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4. 1
(施)昭16. 4. 2

経済部水産課

182 46 魚市場関係綴（乙）
株式会社丸魚森町魚市場ノ開設許可申請ニ関スル
件

昭和１５年度
(起)昭15.12.20
(施)昭15.12.24

経済部水産課

182 47 魚市場関係綴（乙） 魚市場開設許可申請ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15.10.21
(施)昭15.10.24

経済部水産課
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182 48 魚市場関係綴（乙） 漁獲物共同販売所開設許可ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 1.28
(施)昭16. 2. 6

経済部水産課

182 49 魚市場関係綴（乙） 漁獲物共同販売所開設許可ノ件 昭和１５年度
(起)昭16. 1.11
(施)昭16. 1.13

経済部水産課

182 50 魚市場関係綴（乙） 食品卸売市場ニ関スル件伺 昭和１６年度
(起)昭16. 4. 2
(施)昭16. 4.24

経済部水産課

182 51 魚市場関係綴（乙） 魚市場仮売場開設ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 5.15
(施)昭16. 5.22

経済部水産課

182 52 魚市場関係綴（乙） 漁獲物共同販売所設置許可ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 5. 2
(施)昭16. 5. 8

経済部水産課

183 1 魚市場関係綴
昭和23年10月15日付申請の業務規程変更の件許可
する

昭和２３年度
(起)昭23.10.29
(施)昭23.11. 4

経済部水産課

183 2 魚市場関係綴 静岡縣魚市場条例縣議会提示の件伺 昭和２３年度 (起)昭23. 6.  経済部水産課

183 3 魚市場関係綴
魚市場取扱手数料変更に関する業務規程一部変更
許可の件伺

昭和２３年度
(起)昭23. 8.11
(施)昭23. 8.18

経済部水産課

183 4 魚市場関係綴 鮮魚荷受機関の手数料に関する件 昭和２３年度
(起)昭23. 4.18
(施)昭23. 4.19

経済部水産課

183 5 魚市場関係綴
昭和23年　月　日付申請業務規程変更ノ件許可ス
ル

昭和２３年度
(起)昭23. 8.11
(施)昭23. 8.16

経済部水産課

183 6 魚市場関係綴
昭和22年11月７日付申請魚市場設備使用ノ件認可
スル

昭和２２年度
(起)昭22.11.18
(施)昭22.11.25

経済部水産課

183 7 魚市場関係綴 昭和22年10月10日付申請事業計画ノ件許可スル 昭和２２年度
(起)昭22.11. 4
(決)昭22.11. 4
(施)昭22.11. 5

経済部水産課

183 8 魚市場関係綴 消費魚市場譲渡認可に関する件 昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 9 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ケノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 10 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権静岡縣水
産業会ヨリ譲受ケノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 11 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権静岡縣水
産業会ヨリ譲受ケノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 12 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権静岡縣水
産業会ヨリ譲受ケノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 13 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権静岡縣水
産業会ヨリ譲受ケノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課
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183 14 魚市場関係綴
昭和22年５月26日付申請ノ魚市場設備使用ノ件ハ
認可スル

昭和２２年度 (施)昭22. 6. 5 経済部水産課

183 15 魚市場関係綴
昭和22年３月17日付申請ノ魚市場開設ノ件ハ食品
卸売市場規則第２条ニ依リ認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 16 魚市場関係綴 魚市場開設に関する件 昭和２１年度 (起)昭21.10.23 経済部水産課

183 17 魚市場関係綴 魚市場開設に関する件 昭和２１年度
(起)昭21. 9.26
(決)昭21.10. 2
(施)昭21.10. 2

経済部水産課

183 18 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 19 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 20 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 9
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 21 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5.15
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 22 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 23 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 24 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 25 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 26 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 27 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 9
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 28 魚市場関係綴
３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣水産業会
ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5.10
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 29 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 30 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5. 5
(施)昭22. 5.19

経済部水産課

183 31 魚市場関係綴
昭和22年３月31日付申請ノ魚市場開設権ヲ静岡縣
水産業会ヨリ譲受ノ件認可スル

昭和２２年度
(起)昭22. 5.20
(決)昭22. 5.22
(施)昭22. 5.28

経済部水産課
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184 1 静岡縣勤労訓練所 国民徴用ニ関スル事務打合会開催ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭18. 2.26 警察部職業課

184 2 静岡縣勤労訓練所 被徴用者事前訓練施設ニ関スル件依命通牒 昭和１８年度 (収)昭18. 5. 8 警察部職業課

184 3 静岡縣勤労訓練所 被徴用者事前訓練施設ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 5.27
(施)昭18. 6.16

警察部職業課

184 4 静岡縣勤労訓練所
静岡縣勤労訓練所規程左ノ通定ム（静岡縣告示第
641号）

昭和１８年度 (施)昭18. 6.16 警察部職業課

184 5 静岡縣勤労訓練所
静岡縣勤労訓練職員規程左ノ通定ム（静岡縣告示
第642号）

昭和１８年度 (施)昭18. 6.16 警察部職業課

184 6 静岡縣勤労訓練所 静岡縣勤労訓練所図面 昭和１８年度 警察部職業課

184 7 静岡縣勤労訓練所 被徴用者事前訓練ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 6. 8 厚生省勤労局

184 8 静岡縣勤労訓練所 管理工場配属ノ被徴用者事前訓練ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 6.11 厚生省勤労局

184 9 静岡縣勤労訓練所
廳府縣勤労訓練所入所式ニ於ケル厚生大臣訓辞送
付ノ件

昭和１８年度 (収)昭18. 6.17 厚生省勤労局

184 10 静岡縣勤労訓練所 電話公盒受理ノ件 昭和１８年度 (収)昭18. 8. 6
（主管）商工労
働部職業能力開
発課

184 11 静岡縣勤労訓練所 伺 昭和１８年度 (収)昭18. 5.27
（主管）商工労
働部職業能力開
発課

184 12 静岡縣勤労訓練所 被徴用者事前訓練所調査ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 9. 9
(施)昭18. 9.10

警察部職業課

184 13 静岡縣勤労訓練所 被徴用者事前訓練所調査ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 8.30
厚生省勤労局動
員課

184 14 静岡縣勤労訓練所 伺 昭和１８年度 (施)昭18. 6.18 警察部職業課

184 15 静岡縣勤労訓練所 被徴用者事前訓練実施状況調ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 9.28
(施)昭18.10. 2

警察部職業課

184 16 静岡縣勤労訓練所 被徴用者事前訓練実施状況調ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 9.20
厚生省勤労局動
員課

185 1
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国庫ヨリ俸給ヲ受クル縣ノ官吏ニ対シ縣費ヨリ旅
費支出ニ関スル件許可稟請

昭和１２年度 (施)昭12. 5.22
（主管）商工労
働部職業安定課
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185 2
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業紹介所ノ会計事務取扱者ニ関スル件 昭和１３年度 (収)昭13.12.17
厚生省職業部、
厚生大臣官房会
計課

185 3
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業紹介所ニ出納員設置ノ件依命通牒 昭和１３年度 (収)昭14. 1.23 厚生次官

185 4
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業紹介経費予算ノ経理ニ関スル件 昭和１３年度 (収)昭14. 2. 2
厚生省職業部、
厚生省失業対策
部

185 5
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業紹介所職員人員及俸給調ノ件 昭和１３年度 (収)昭14. 2.14 厚生省職業部

185 6
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

諸会議開催状況報告ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14. 5. 1 厚生省職業部

185 7
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業紹介所職員ニ関スル報告ノ件通牒 昭和１４年度 (収)昭14. 5.18 厚生省職業部

185 8
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業紹介所職員死亡ノ際ノ給与ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14. 9.22
厚生省職業部監
理課

185 9
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業紹介所ニ供用スベキ土地建物ノ寄付ニ関スル
件

昭和１４年度 (収)昭14. 9.17
厚生省職業部監
理課

185 10
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業紹介所職員ニ関スル報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭15. 6.27 厚生省職業部

185 11
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業行政関係道府縣庁職員ニ関スル件 昭和１５年度 (収)昭15. 7.13
厚生省職業部監
理課

185 12
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導所ノ位置及管轄区域改正告示ニ関ス
ル件

昭和１６年度 (収)昭16. 5.31
厚生省職業局総
務課

185 13
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導所出張所ノ認可申請ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16. 6. 2
厚生省職業局総
務課

185 14
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

労務補導員ノ活動ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16. 6.28 厚生省職業局

185 15
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導書ノ監査督勵ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16.12.15 厚生省職業局

185 16
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導所ノ監査ニ関スル件 昭和１７年度 (起)昭17. 4. 9 学務部職業課

185 17
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導所ノ監査ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭17. 2. 6 厚生省職業局

185 18
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導所ノ監査ニ関スル件 昭和１７年度 (施)昭17. 5. 5 学務部職業課

185 19
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導所分所ニ関スル件通牒 昭和１６年度 (収)昭17. 2.13 厚生省職業局
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185 20
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

表題なし（国民職業指導所庁舎新築に関する件） 昭和１６年度 (収)昭17. 2. 9
厚生省職業局総
務課濱田理事官

185 21
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導所職員充員状況調ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 6. 2 厚生省勤労局

185 22
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

表題なし（国民職業指導所職員の一時恩給取扱に
ついて）

昭和１８年度 (収)昭19. 2.18
厚生省勤労局庶
務課

185 23
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

事務簡素及権限地方委譲ニ関スル件 昭和１８年度 (施)昭19. 2.29 学務部職業課

185 24
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

事務簡素及権限地方委譲ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭19. 2.26 官房長

185 25
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民職業指導所監査規程左ノ通改正ス 昭和１８年度 (収)昭19. 3. 1
厚生大臣、内務
大臣

185 26
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

静岡縣職員増俸銓衡内規 昭和１８年度
（主管）商工労
働部職業安定課

185 27
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

昭和19年度事務費又ハ事業費等ヨリ支出スル謝金
ノ実行方ニ関スル件

昭和１９年度 (収)昭19. 5. 7 官房長

185 28
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

静岡縣職員採用銓衡委員内規 昭和１９年度
（主管）商工労
働部職業安定課

185 29
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

静岡縣職員採用銓衡委員ニ関スル件 昭和１９年度 (収)昭19. 6. 5 官房長

185 30
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

長期欠勤者取扱内規制定ニ関スル件 昭和１９年度 (施)昭19. 7.28 内政部

185 31
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

主任者会議事項（定期増俸に関する件） 昭和１９年度 (施)昭19.12. 3
（主管）商工労
働部職業安定課

185 32
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

決戦非常措置要綱ニ基ク許可認可等廃止及地方委
譲ニ関スル件

昭和１９年度 (収)昭19. 7.14 厚生省勤労局

185 33
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

決戦非常措置要綱ニ基ク許可認可等廃止及地方委
譲ニ関スル件

昭和１９年度 (収)昭19. 7.15 内政部

185 34
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民勤労動員署慶務細則ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 8. 8
(施)昭20. 8.14

警察部

185 35
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

表題なし（臨時職員等設置制度の一部改正につい
て）

昭和２０年度 (収)昭20. 7.28
厚生省勤労局動
員部企画課

185 36
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

静岡縣職員採用銓衡委員会ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭20. 5.14 内政部

185 37
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

静岡縣庁職員増俸銓衡内規（20.９.11改正） 昭和２０年度 (収)昭20. 9.12
（主管）商工労
働部職業安定課
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185 38
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

勤労署分署設置ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 3.28 勤労課

185 39
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

勤労署分署規程 昭和２０年度 (施)昭21. 3.22
（主管）商工労
働部職業安定課

185 40
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

緊急就業対策実施ニ関スル訓令ノ件 昭和２０年度
(起)昭21. 3. 9
(施)昭21. 3.19

教育民生部勤労
課

185 41
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

緊急就業対策実施ニ関スル訓令ノ件 昭和２０年度 (収)昭21. 3. 9
厚生次官、内務
次官

185 42
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

日雇労務処理委員会事務局職員に対する臨時手当
給与に関する件

昭和２１年度 (収)昭21. 5.10
厚生省勤労局企
画課

185 43
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

幹部機械工養成所機械工養成所立ニ戦時生産技術
者養成所廃止ニ関スル件

昭和２０年度 (収)昭20.10.10 厚生省勤労局

185 44
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民勤労動員署機構ノ整備強化ニ関スル件依命通
牒

昭和２０年度
(起)昭20. 8.12
(施)昭20. 8.14

警察部国民動員
課

185 45
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民勤労動員署機構ノ整備強化ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭20. 8. 5 厚生次官

185 46
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

国民勤労動員署参与ノ設置ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭20. 8.14 警察部

185 47
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

戦争終結ニ伴フ国民勤労動員署ノ業務執行ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (施)昭20. 8.24 警察部

185 48
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

戦争終結ニ伴フ国民勤労動員署ノ業務執行ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (収)昭20. 8.28 厚生省勤労局長

185 49
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業轉換指導施設費国庫補助ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 2.19 厚生省勤労局

185 50
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業行政関係職員の整備に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 9.19
厚生省勤労局企
画課

185 51
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

辞令式関係書類
（主管）商工労
働部職業安定課

185 52
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

地方公共団体中都道府縣の職員に関する経過的措
置について

昭和２２年度 (収)昭22. 5.20 総務部

185 53
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

静岡縣職員銓衡規程ヲ次ノヨウニ定メル（静岡縣
訓令乙第37４号）

昭和２２年度 (施)昭22. 8.28
（主管）商工労
働部職業安定課

185 54
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

任用内申書の記載事項について 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 9 総務部

185 55
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

労働省職員共済組合の支部設置について 昭和２２年度
(起)昭22.11.10
(施)昭22.11.12

民生部長
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185 56
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

共済組合員の取扱について 昭和２２年度
(起)昭22.10.31
(施)昭22.11. 1

民生部職業課

185 57
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

安定所職員の共済組合員関係事務取扱について 昭和２２年度
(起)昭22.10.31
(施)昭22.11. 1

民生部職業課

185 58
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職員共済組合関係通牒配布の件 昭和２２年度
(起)昭22.10.31
(施)昭22.11. 1

民生部職業課

185 59
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

厚生省職員共済組合員一部の労働省職員共済組合
に轉加入について

昭和２２年度 (収)昭22.10. 9
労働大臣官房会
計課長

185 60
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

旅費定額等の改訂について 昭和２２年度
(起)昭22.10.15
(施)昭22.11.19

民生部職業課

185 61
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

静岡縣出納官吏設置規程を次のように定める。
（静岡縣訓令乙第340号）

昭和２３年度 (施)昭23. 6.25 静岡懸知事

185 62
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業安定行政における二級技能官吏の任用内申に
関する件

昭和２３年度 (収)昭23. 4.19
労働省職業安定
局庶務課

185 63
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

臨時職員の人事取扱について 昭和２２年度 (収)昭23. 3.30
労働大臣官房秘
書課

185 64
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業安定組織における人事取扱について 昭和２３年度
(起)昭23. 6.23
(決)昭23. 6.24
(施)昭23. 6.25

労働部職業課

185 65
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職員公務災害補償規程制定について 昭和２３年度 (施)昭23.10.15 総務部

185 66
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所職員の欠員補充について 昭和２３年度 (収)昭23.12.16
労働省職業安定
局

185 67
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

臨時職員の履歴書の記載事項について 昭和２３年度
(起)昭23. 5. 9
(施)昭23. 5.17

労働部職業課

185 68
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

昭和23年政令第56号（嘱託制度ノ廃止ニ関スル政
令）ノ施行ニ伴ウ給与ノ取扱ニツイテ

昭和２３年度 (収)昭23. 4.26
労働省職業安定
局庶務課

185 69
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

昭和23年政令第56号（嘱託制度ノ廃止ニ関スル政
令）ノ施行ニ伴ウ給与ノ取扱ニツイテ

昭和２３年度 (収)昭23. 4. 6 大蔵省給与局

185 70
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

臨時職員の任命及び履歴書の記載事項について 昭和２３年度 (収)昭23. 4. 8
労働省職業安定
局庶務課

185 71
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

臨時職員の履歴書について 昭和２３年度
(起)昭23. 6. 3
(施)昭23. 6. 4

労働部職業課

185 72
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

（電報）臨時職員の辞令の写送れ 昭和２３年度 (収)昭23. 5.31
労働省職業安定
局庶務課

185 73
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

臨時職員の任命について 昭和２３年度
(起)昭23. 5. 9
(施)昭23. 5.17

労働部職業課
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185 74
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業安定行政職員中嘱託、雇雇人ノ身分切替及ビ
官吏其ノ他ノ職員ノ履歴書ノ記載方ニツイテ

昭和２３年度
(起)昭23. 5.10
(施)昭23. 5.17

労働部職業課

185 75
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業安定法施行に伴う官吏その他の職員の任命及
び補職に関する件

昭和２３年度
(起)昭23. 4.20
(施)昭23. 4.22

労働部職業課

185 76
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

臨時職員の人事取扱について 昭和２３年度 (収)昭23.12.24
労働省職業安定
局

185 77
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

公共労働安定所廃止に伴う履歴事項記載方につい
て

昭和２３年度
(起)昭23. 8.25
(決)昭23. 9. 2
(施)昭23. 9. 3

労働部職業課

185 78
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

静岡縣達第204号（公共労働安定所廃止ニ伴ウ所
長又ハ勤務者ノ身分ニツイテ）

昭和２３年度 (施)昭23. 6.30 静岡懸知事

185 79
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

公共労働安定所廃止に伴う人事取扱について 昭和２３年度 (収)昭23. 7. 1
労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課

185 80
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

公共職業（労働）安定所の人事に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 9.30
労働省職業安定
局庶務課

185 81
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

都道府縣において公共職業安定所長の指揮監督に
関する事務に従事する職員の身分に関する件

昭和２２年度 (収)昭22. 5.22 厚生次官

185 82
昭和12～23年度人事関係例規
（国）

職業行政機構の整備に伴ひ設置さられたる公共職
業安定所の人事並びに予算経理に関する件

昭和２２年度 (収)昭22. 4.14 厚生省労働局

186 1
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職業安定組織における人事取扱について 昭和２３年度
(起)昭24. 3. 1
(決)昭24. 3. 7
(施)昭24. 3. 9

労働部職業課

186 2
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職業安定組織における人事取扱について 昭和２３年度 (収)昭24. 2. 5
労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課

186 3
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

（表題なし書簡） 昭和２３年度 (収)昭24. 1.29 労働次官

186 4
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職業安定機関における女子三級官の任用について 昭和２３年度 (収)昭23.12. 9
労働省職業安定
局庶務課

186 5
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

伺 昭和２３年度 (起)昭24. 2.23
労働部職業安定
課

186 6
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

雇員及び傭人の採用基準について 昭和２３年度 (収)昭24. 3.25 労働次官

186 7
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

失業保険特別会計地方監査官（地方監査官）の人
事取扱について

昭和２４年度 (収)昭24. 9.15
労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課

186 8
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

労働省部内職員の官への採用又は承認の基準（労
働省訓令第５号）

昭和２５年度 (収)昭25. 6.22 労働大臣
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186 9
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職業安定組織における人事取扱の疑義について 昭和２４年度
(起)昭24. 4.12
(決)昭24. 4.13
(施)昭24. 4.15

労働部職業課

186 10
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職業安定組織における人事取扱の疑義について 昭和２３年度 (収)昭24. 3.30
労働省職業安定
局庶務課長

186 11
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職業安定組織における人事取扱について 昭和２４年度 (収)昭24. 6.29
労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課

186 12
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職業安定組織における人事取扱の一部改正につい
て

昭和２５年度 (収)昭25. 5. 1
労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課

186 13
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

労働省職員服務宣誓規程について 昭和２４年度
(起)昭24.12.14
(決)昭24.12.14
(施)昭24.12.17

職業安定課

186 14
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職員の服務の宣誓について 昭和２４年度 (収)昭24. 9. 7
労働大臣官房秘
書課

186 15
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

今般別紙の通り労働省訓令第４号が制定されたの
で、その写を送付する。

昭和２５年度 (収)昭25. 6. 5
労働大臣官房秘
書課

186 16
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

都道府縣別職業安定主管課及び公共職業安定所職
員定数その他について

昭和２４年度 (収)昭24.11.30
労働省職業安定
局庶務課人事係

186 17
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所の職員の勤務時間及び同所の執務
時間の特例に関する承認

昭和２４年度 (収)昭25. 1.27 労働大臣

186 18
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所における職員の勤務時間及び官庁
の執務時間の特例について

昭和２４年度
(起)昭24.11.11
(決)昭24.12. 1
(施)昭24.12. 2

労働部職業安定
課

186 19
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所における職員の勤務時間及び官庁
の執務時間の特例について

昭和２４年度
(起)昭24.11.11
(決)昭24.11.15
(施)昭24.11.17

労働部職業安定
課

186 20
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所における職員の勤務時間及び官庁
の執務時間の特例について

昭和２４年度 (収)昭24.10.21
労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課

186 21
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所における職員の勤務時間及び官庁
の執務時間の特例について

昭和２３年度 (収)昭24. 1.12
労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課

186 22
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

都道府縣に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩
時間等について

昭和２３年度 (収)昭24. 3. 4
労働省職業安定
局庶務課

186 23
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

人事異動通知書の作成について 昭和２４年度 (収)昭24.11.21
労働大臣官房秘
書課

186 24
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

勤務記録カードの作成について 昭和２４年度
(起)昭24.11. 8
(決)昭24.11. 8
(施)昭24.11. 9

職業安定課

186 25
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

労働省共済組合事務専従職員の任命等について 昭和２５年度 (収)昭25. 6.23
労働大臣官房会
計課
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186 26
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

人事に関する官報掲載について 昭和２５年度 (収)昭25. 5.29
労働大臣官房秘
書課

186 27
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職場補導員の設置について 昭和２５年度 (収)昭25. 6.19
労働省職業安定
局

186 28
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

職場補導員の銓衡基準について 昭和２５年度 (収)昭25. 7.29
労働省職業安定
局庶務課

186 29
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

人事異動申達について 昭和２５年度 (収)昭25.10.13
労働省職業安定
局庶務課

186 30
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所職員定数の改正について 昭和２５年度
(起)昭25. 7.14
(決)昭25. 7.14
(施)昭25. 7.18

労働部職業課

186 31
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所職員の増員について 昭和２５年度 (収)昭25. 6.19
労働省職業安定
局庶務課人事係

186 32
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

公共職業安定所職員の増員について 昭和２５年度 (収)昭25. 6.16
労働省職業安定
局

186 33
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

労働省訓令第９号（都道府縣職業安定主管課及び
公共職業安定所職員の定数を定める。）

昭和２５年度 (収)昭25. 9.22 労働大臣

186 34
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

日雇労働者の紹介に従事する職員に対する俸給の
調整額の適用について

昭和２５年度 (収)昭25.10.19

労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課、労働
大臣官房会計課

186 35
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

日雇労働者の紹介に従事する職員に対する俸給の
調整額の適用について

昭和２５年度 (収)昭25.10.27
労働省職業安定
局庶務課

186 36
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

日雇労働者の紹介に従事する職員に対する俸給の
調整額の適用する職員の給与簿及勤務記録カード
の記入について

昭和２５年度
(起)昭25.11.24
(施)昭25.11.25

労働部職業安定
課

186 37
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

辞令書送付について 昭和２５年度
(起)昭25.11. 9
(決)昭25.11. 9
(施)昭25.11. 9

労働部職業安定
課

186 38
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

日雇労働者の紹介に従事する職員に対する俸給の
調整額の適用について

昭和２５年度 (収)昭25.11.27
労働省職業安定
局庶務課

186 39
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

別紙のとおり訓令せられたから送付する。 昭和２５年度
(起)昭25.11.24
(決)昭25.11.30
(施)昭25.12. 4

労働部職業安定
課

186 40
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

別紙のとおり指定せられたから送付する。（第一
種及び第二種公共職業安定所の指定）

昭和２５年度
(起)昭25.11.13
(決)昭25.11.17
(施)昭25.11.18

労働部職業安定
課

186 41
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

日雇労働者の紹介に従事する職員に対する俸給の
調整額の適用について

昭和２５年度
(起)昭25.12.12
(決)昭25.12.14
(施)昭25.12.15

労働部職業安定
課

186 42
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

地方職業安定組織職員の人事考課規則について 昭和２４年度
(起)昭25. 1. 9
(決)昭25. 1. 9
(施)昭25. 1.10

労働部職業安定
課
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186 43
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

地方職業安定組織職員の人事考課規則について 昭和２４年度
(起)昭24.12.20
(決)昭24.12.23
(施)昭24.12.25

労働部職業安定
課

186 44
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

地方職業安定組織職員の人事考課規則について 昭和２４年度 (収)昭24.12.19
労働省職業安定
局、労働大臣官
房秘書課

186 45
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

地方職業安定組織職員の人事考課規則制定につい
て

昭和２４年度
(起)昭24.11.21
(決)昭24.12. 4
(施)昭24.12. 8

労働部職業課

186 46
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

地方職業安定組織職員ノ人事考課規則ヲ次ノヨウ
ニ定メル（労働省訓令第197号）

昭和２４年度 (収)昭24.11. 8 労働大臣

186 47
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

地方職業安定組織職員の人事考課規則制定につい
て

昭和２４年度
(起)昭25. 1.12
(決)昭25. 1.12
(施)昭25. 1.12

労働部職業安定
課

186 48
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

地方職業安定組織職員の人事考課表について 昭和２５年度
(起)昭25. 5.10
(決)昭25. 5.10
(施)昭25. 5.10

労働部職業安定
課

186 49
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

地方職業安定組織職員の人事考課規則について 昭和２６年度
(起)昭26. 7. 5
(決)昭26. 7. 5
(施)昭26. 7.16

労働部職業安定
課

186 50
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

勤務記録カードの提出について 昭和２５年度 (収)昭25. 5.12
労働大臣官房秘
書課

186 51
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

「人事記録人事報告制度実施に関する質疑応答」
送付について

昭和２４年度 (収)昭25. 1.24
労働大臣官房秘
書課

186 52
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

人事の発令について 昭和２４年度 (収)昭25. 1.25
労働大臣官房秘
書課

186 53
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

履歴書取扱について 昭和２４年度 (収)昭25. 2. 2
労働大臣官房秘
書課

186 54
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

勤務記録カードの作成について 昭和２４年度
(起)昭25. 2.14
(決)昭25. 2.15
(施)昭25. 2.16

労働部職業安定
課

186 55
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

定期昇給の発令書式について 昭和２４年度 (収)昭25. 3.13
労働大臣官房秘
書課

186 56
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

人事異動報告書の手続について 昭和２５年度 (収)昭25. 4.17
労働大臣官房秘
書課

186 57
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

官の級別廃止に伴う職員の勤務記録カードへの記
入について

昭和２５年度 (収)昭25. 6. 8
労働大臣官房秘
書課

186 58
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

人事異動連記通知書について 昭和２５年度 (収)昭25. 8.28
労働大臣官房秘
書課

186 59
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

人事異動通知書の送付について 昭和２５年度 (収)昭25.10.27
労働大臣官房秘
書課

186 60
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

勤務記録カードノ作成及ビ保管ニ関スル取扱手続
ニツイテ

昭和２５年度 (収)昭25. 8.30
労働大臣官房秘
書課
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186 61
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

勤務記録カードの提出部数について 昭和２５年度 (収)昭25. 9. 7
労働大臣官房秘
書課

186 62
昭和24～25年度人事関係例規
（国）

履歴書の整備について 昭和２５年度 (収)昭25.12. 2
労働大臣官房秘
書課

187 1 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.11.19 学務部職業課

187 2 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.11.21 学務部職業課

187 3 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.11.21 学務部職業課

187 4 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.11.22 学務部職業課

187 5 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.11.22 学務部職業課

187 6 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.12. 5 学務部職業課

187 7 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１３年度 (収)昭13.11.18 総務部

187 8 昭和13年度～18年度課員身分綴 俸給予算残額調ニ関スル件 昭和１３年度 (施)昭13.12. 1 職業課

187 9 昭和13年度～18年度課員身分綴 俸給予算残額調ニ関スル件 昭和１３年度 (収)昭13.11.18 総務部

187 10 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員勤怠調ニ関スル件 昭和１３年度 (施)昭13.12. 5 職業課

187 11 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員勤怠調ニ関スル件 昭和１３年度 (収)昭13.11.18 総務部

187 12 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.12.27 学務部職業課

187 13 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.12. 3 学務部職業課

187 14 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.12. 5 学務部職業課

187 15 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭13.12. 5 学務部職業課

187 16 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 1.13 学務部職業課
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187 17 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 1. 7 学務部職業課

187 18 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 1.13 学務部職業課

187 19 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 1.28 学務部職業課

187 20 昭和13年度～18年度課員身分綴 静岡縣職業紹介委員任命ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭14. 2. 9
(施)昭14. 2.15

学務部職業課

187 21 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 2. 8 学務部職業課

187 22 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 3.22 学務部職業課

187 23 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 3.28 学務部職業課

187 24 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 3.30 学務部職業課

187 25 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 3.30 学務部職業課

187 26 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 5.20 学務部職業課

187 27 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 5.31 学務部職業課

187 28 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員身上調ノ件 昭和１４年度 (起)昭14. 6. 2 学務部職業課

187 29 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１４年度 (施)昭14. 6.19 学務部職業課

187 30 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14. 6.15 総務部

187 31 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 6. 7 学務部職業課

187 32 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 6. 8 学務部職業課

187 33 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 6.12 学務部職業課

187 34 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 6.12 学務部職業課
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187 35 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 6.13 学務部職業課

187 36 昭和13年度～18年度課員身分綴 身元調査方ノ件照会 昭和１３年度
(起)昭13.10.26
(施)昭13.10.27

学務部職業課

187 37 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事務嘱託員採用ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 7. 5
(施)昭14. 7.13

学務部職業課

187 38 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事務嘱託員採用ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14. 6.28
傷兵保護院業務
局長

187 39 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 7.17 学務部職業課

187 40 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 8.14 学務部職業課

187 41 昭和13年度～18年度課員身分綴 身元調査方ノ件照会 昭和１４年度
(起)昭14. 8.31
(施)昭14. 8.31

学務部職業課

187 42 昭和13年度～18年度課員身分綴 身元調査ノ件照会 昭和１４年度 (施)昭14. 8.31 学務部職業課

187 43 昭和13年度～18年度課員身分綴 国民登録関係技手任用方ノ件 昭和１４年度 (収)昭14. 9. 2
厚生省職業部登
録課

187 44 昭和13年度～18年度課員身分綴 国民登録関係技手任用ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 4.26
(施)昭14. 5. 3

静岡県学務部職
業課

187 45 昭和13年度～18年度課員身分綴 （表題なし）技手の配当に伴う推薦依頼 昭和１４年度 (収)昭14. 4.20 厚生省職業部

187 46 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 9.13 学務部職業課

187 47 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 9.20 学務部職業課

187 48 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 9.13 学務部職業課

187 49 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.10.28 学務部職業課

187 50 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.10.10 学務部職業課

187 51 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.10.28 学務部職業課

187 52 昭和13年度～18年度課員身分綴 静岡縣職業紹介委員会委員任命方ニ関スル件 昭和１４年度 (施)昭14.10.31 学務部職業課
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187 53 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.10.31 学務部職業課

187 54 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.11. 4 学務部職業課

187 55 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.11. 4 学務部職業課

187 56 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.11. 4 学務部職業課

187 57 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.11. 4 学務部職業課

187 58 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.11. 2 学務部職業課

187 59 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14.11.18 総務部

187 60 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１４年度 (施)昭14.12. 1 職業課

187 61 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員身上調ノ件 昭和１４年度 (施)昭14.12. 5 職業課

187 62 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員身上調ノ件 昭和１４年度 (収)昭14.11.18 総務部

187 63 昭和13年度～18年度課員身分綴 俸給予算残額調ニ関スル件 昭和１４年度 (施)昭14.12. 2 職業課

187 64 昭和13年度～18年度課員身分綴 俸給予算残額調ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14.11.17 総務部

187 65 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.11.25 学務部職業課

187 66 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.11.25 学務部職業課

187 67 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.11.27 学務部職業課

187 68 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣失業対策委員会） 昭和１４年度 (施)昭14.10.28 学務部職業課

187 69 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣失業対策委員会） 昭和１４年度 (施)昭14.11.29 学務部職業課

187 70 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.12. 2 学務部職業課
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187 71 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.12. 4 学務部職業課

187 72 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（学務部職業課）（個人名） 昭和１４年度 (施)昭15. 1. 8 学務部職業課

187 73 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（学務部職業課）（個人名） 昭和１４年度 (施)昭15. 1.25 学務部職業課

187 74 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭15. 1.31 学務部職業課

187 75 昭和13年度～18年度課員身分綴 満州農業移民訓練専任職員設置ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭15. 1.25
(施)昭15. 1.26

学務部職業課

187 76 昭和13年度～18年度課員身分綴 満州農業移民訓練専任職員設置ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭15. 2.10
拓務省拓務局東
亜第一課

187 77 昭和13年度～18年度課員身分綴 案（辞令）（臨時雇ヲ命ズ） 昭和１４年度
(起)昭15. 1.31
(施)昭15. 2. 1

学務部職業課

187 78 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭15. 2. 6 学務部職業課

187 79 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭15. 2. 7 学務部職業課

187 80 昭和13年度～18年度課員身分綴
御伺（労務動態調査集計員トシテ左案ノ通採用相
成可然哉）

昭和１４年度 (起)昭15. 2.19 学務部職業課

187 81 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭15. 3.26 学務部職業課

187 82 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭15. 3.29 学務部職業課

187 83 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 4.10 学務部職業課

187 84 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 4. 8 学務部職業課

187 85 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 4.27 学務部職業課

187 86 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度 (収)昭15. 6. 4 総務部

187 87 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭15. 6.13 職業課

187 88 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員勤務成績調ノ件 昭和１５年度 (施)昭15. 6.13 職業課
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187 89 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 6.30 学務部職業課

187 90 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 6. 7 学務部職業課

187 91 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 6.30 学務部職業課

187 92 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 6.30 学務部職業課

187 93 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 7.19 学務部職業課

187 94 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 7.31 学務部職業課

187 95 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.10.28 学務部職業課

187 96 昭和13年度～18年度課員身分綴 地方技師増俸ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭15. 5.23 学務部職業課

187 97 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 8.23 学務部職業課

187 98 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭15. 9.20 学務部職業課

187 99 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 9.12
(決)昭15. 9.12
(施)昭15. 9.12

学務部職業課

187 100 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度 (収)昭15. 9.11 学務部職業課

187 101 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 9.30 学務部職業課

187 102 昭和13年度～18年度課員身分綴 臨時雇ニ対シ左案ノ通増俸相成可然哉 昭和１５年度 (起)昭15. 9.30 学務部職業課

187 103 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 7. 1 学務部職業課

187 104 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15. 7. 1 学務部職業課

187 105 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15.10.29 学務部職業課

187 106 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15.10.29 学務部職業課
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187 107 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15.10.31 学務部職業課

187 108 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15.10.31 学務部職業課

187 109 昭和13年度～18年度課員身分綴
内申書（静岡縣傷痍軍人雇傭委員会委員）（総務
部長ほか７人）

昭和１５年度 (施)昭15.10.31 学務部職業課

187 110 昭和13年度～18年度課員身分綴
内申書（静岡縣傷痍軍人雇傭委員会幹事）（２
人）

昭和１５年度 (施)昭15.10.31 学務部職業課

187 111 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣傷痍軍人雇傭委員会書記） 昭和１５年度 (施)昭15.10.31 学務部職業課

187 112 昭和13年度～18年度課員身分綴
伺（左案ノ通傷痍軍人静岡寄宿寮小使解雇、任命
相成可然哉）

昭和１５年度 (施)昭15.11.10 学務部職業課

187 113 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15.11.28 学務部職業課

187 114 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15.11.30 学務部職業課

187 115 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15.12. 3 学務部職業課

187 116 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭15.12.16 学務部職業課

187 117 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭15.11.  学務部職業課

187 118 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 1.21 学務部職業課

187 119 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 1.23 学務部職業課

187 120 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 2.17 学務部職業課

187 121 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.18 学務部職業課

187 122 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 2. 1 学務部職業課

187 123 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 2.10 学務部職業課

187 124 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 2.10 学務部職業課
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187 125 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 2.11 学務部職業課

187 126 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣臨時職業転換対策部兼務） 昭和１５年度 (施)昭16. 2.11 学務部職業課

187 127 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 2.10 学務部職業課

187 128 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭16. 3.  学務部職業課

187 129 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭16. 3.12 学務部職業課

187 130 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１５年度 (収)昭16. 3.11 総務部

187 131 昭和13年度～18年度課員身分綴 （辞令）臨時雇ヲ命ズ（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.18 学務部職業課

187 132 昭和13年度～18年度課員身分綴 伺（臨時雇ニ対シ左案ノ通増俸相成可然哉） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.21 学務部職業課

187 133 昭和13年度～18年度課員身分綴 満州農業移民訓練専任職員採用ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭16. 3.31 学務部職業課

187 134 昭和13年度～18年度課員身分綴 満州農業移民訓練専任職員採用ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭16. 3.15 学務部職業課

187 135 昭和13年度～18年度課員身分綴
（辞令）臨時雇　（個人名）　願ニ依リ臨時雇ヲ
免ス

昭和１５年度 (施)昭16. 3.31 学務部職業課

187 136 昭和13年度～18年度課員身分綴 （辞令）臨時雇ヲ命ス　（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.14 学務部職業課

187 137 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 4. 1 学務部職業課

187 138 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 4. 2 学務部職業課

187 139 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 4. 7 学務部職業課

187 140 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.31 学務部職業課

187 141 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.31 学務部職業課

187 142 昭和13年度～18年度課員身分綴
内申書（静岡縣職業転換協議会委員、幹事、書
記）

昭和１５年度 (施)昭16. 3. 5 学務部職業課
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187 143 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣職業指導員） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.30 学務部職業課

187 144 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（地方警視） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.31 学務部職業課

187 145 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 4.11 学務部職業課

187 146 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 4.14 学務部職業課

187 147 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 4.28 学務部職業課

187 148 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣職業指導員） 昭和１６年度 (施)昭16. 4.24 学務部職業課

187 149 昭和13年度～18年度課員身分綴 電報 昭和１６年度 (収)昭16. 4.24 （個人名）

187 150 昭和13年度～18年度課員身分綴 （書簡）職業技任命に関する件 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 3
厚生省職業局業
務課

187 151 昭和13年度～18年度課員身分綴 職業技師任命ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭16. 1.  学務部職業課

187 152 昭和13年度～18年度課員身分綴 （案）職業技任採用の件 昭和１５年度 (施)昭16. 1. 7 学務部職業課

187 153 昭和13年度～18年度課員身分綴 （書簡）職業技任採用の件 昭和１６年度 (収)昭16.12.14
厚生省職業部監
理課

187 154 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭16. 6.  学務部職業課

187 155 昭和13年度～18年度課員身分綴 抜擢増俸内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 6.24 学務部職業課

187 156 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 6.27 学務部職業課

187 157 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 6.30 学務部職業課

187 158 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 6.30 学務部職業課

187 159 昭和13年度～18年度課員身分綴 伺（臨時雇ニ対シ左案ノ通増俸相成可然哉） 昭和１６年度 (施)昭16. 6.30 学務部職業課

187 160 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 5.  学務部職業課
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187 161 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 6.  学務部職業課

187 162 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣職業転換協議会幹事） 昭和１６年度 (施)昭16. 5.  学務部職業課

187 163 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣傷痍軍人雇傭委員会委員） 昭和１６年度 (施)昭16. 5.  学務部職業課

187 164 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 7.31 学務部職業課

187 165 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 7.18 学務部職業課

187 166 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 8.27
静岡県臨時職業
転換対策部

187 167 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 9. 8
静岡県臨時職業
転換対策部

187 168 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 9. 9 学務部職業課

187 169 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 9.20 学務部職業課

187 170 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 9.10 学務部職業課

187 171 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 9.15 学務部職業課

187 172 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭16. 9.  学務部職業課

187 173 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 9. 9
(施)昭16. 9. 9

学務部職業課

187 174 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16. 9. 8 総務部

187 175 昭和13年度～18年度課員身分綴 抜擢増俸内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16. 9.  学務部職業課

187 176 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.10.16 学務部職業課

187 177 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.  .  学務部職業課

187 178 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事業視察ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.10. 8
兵庫県学務部職
業課
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187 179 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事業視察ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 8.29 神奈川県職業課

187 180 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事業視察ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 8.27 愛知県職業課

187 181 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事業視察ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 8.28 大阪府職業課

187 182 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事業視察ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 8.21
(施)昭16. 8.21

学務部職業課

187 183 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事業視察ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 8. 4
(施)昭16. 8. 5

学務部職業課

187 184 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人職業保護事業視察ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 1 神奈川県職業課

187 185 昭和13年度～18年度課員身分綴 （表題なし）満州国視察費予算の配布 昭和１６年度 (収)昭16. 7.10
軍事保護院業務
局業務課

187 186 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.10.27 学務部職業課

187 187 昭和13年度～18年度課員身分綴 （表題なし）職員採用 昭和１６年度
(起)昭16. 9.22
(施)昭16. 9.22

学務部職業課

187 188 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.10.29 学務部職業課

187 189 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.10.29
静岡県臨時職業
転換対策部

187 190 昭和13年度～18年度課員身分綴 職業指導員解嘱内申ニ関スル件（個人名） 昭和１６年度 (収)昭16.10.10
浜松国民職業指
導所

187 191 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.10.27 学務部職業課

187 192 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.10.27 学務部職業課

187 193 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.11.20 学務部職業課

187 194 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.11.27 学務部職業課

187 195 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.  .  学務部職業課

187 196 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.12. 9 学務部職業課
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187 197 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.12. 9 学務部職業課

187 198 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭16.12.10 学務部職業課

187 199 昭和13年度～18年度課員身分綴 抜擢増俸内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.12.  学務部職業課

187 200 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭16.12.27 学務部職業課

187 201 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 1.31 学務部職業課

187 202 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 2.17 学務部職業課

187 203 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 2.28 学務部職業課

187 204 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣傷痍軍人補導委員） 昭和１６年度 (施)昭16. 5.22 学務部職業課

187 205 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 2. 5 学務部職業課

187 206 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（国民職業能力技能検査委員）（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 2.21 学務部職業課

187 207 昭和13年度～18年度課員身分綴
内申書（傷痍軍人補導委員及び傷痍軍人雇傭委員
会委員）（個人名）

昭和１６年度 (施)昭17. 2.21 学務部職業課

187 208 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人雇傭委員推薦ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭17. 1.22
三島国民職業指
導所

187 209 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人雇傭委員会委員推薦ノ件 昭和１６年度 (収)昭17. 2.12
清水国民職業指
導所

187 210 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人雇傭委員報告ノ件 昭和１６年度 (収)昭17. 1. 8
沼津国民職業指
導所

187 211 昭和13年度～18年度課員身分綴 傷痍軍人雇傭委員名簿提出ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭17. 1.24
静岡国民職業指
導所

187 212 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 2. 1 学務部職業課

187 213 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3. 4 学務部職業課

187 214 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3. 5 学務部職業課
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187 215 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3. 6 学務部職業課

187 216 昭和13年度～18年度課員身分綴
内申書（国民学校修了者身体検査事務）（個人
名）

昭和１６年度 (施)昭16.12. 8 学務部職業課

187 217 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（静岡縣拓務委員） 昭和１６年度 (施)昭17. 1.20 学務部職業課

187 218 昭和13年度～18年度課員身分綴 拓務委員推薦ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.11.24
満州富士開拓国
建設後援会

187 219 昭和13年度～18年度課員身分綴 満州開拓民送出強化ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16.12.23
(施)昭16.12.26

学務部職業課

187 220 昭和13年度～18年度課員身分綴 満州開拓民送出ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16.11.21
磐田郡満蒙開拓
後援会

187 221 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (収)昭17. 3.31 学務部職業課

187 222 昭和13年度～18年度課員身分綴
（表題なし）（個人名）の採用（拓務主事補）に
関する回答

昭和１６年度 (収)昭17. 2.28 拓務大臣官房

187 223 昭和13年度～18年度課員身分綴 拓務主事補任用ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭17. 2.  学務部職業課

187 224 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3.31 学務部職業課

187 225 昭和13年度～18年度課員身分綴 辞令案（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3.30 学務部職業課

187 226 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3.31 学務部職業課

187 227 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3.31 学務部職業課

187 228 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3.23 学務部職業課

187 229 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１６年度 (施)昭17. 3.23 学務部職業課

187 230 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 4. 8 学務部職業課

187 231 昭和13年度～18年度課員身分綴 案（臨時雇ヲ命ス）（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 4.10 学務部職業課

187 232 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 4.20 学務部職業課
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187 233 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 4.20 学務部職業課

187 234 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 4.23 学務部職業課

187 235 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 4.30 学務部職業課

187 236 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 4.27 学務部職業課

187 237 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 5. 8 学務部職業課

187 238 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 5.22 学務部職業課

187 239 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 5.22 学務部職業課

187 240 昭和13年度～18年度課員身分綴 伺（寄宿寮小使解雇相成可然哉） 昭和１７年度 (施)昭17. 4.20 学務部職業課

187 241 昭和13年度～18年度課員身分綴
（表題なし）（書簡）（地方技師（個人名）採用
に関する件）

昭和１６年度 (施)昭17. 3.  学務部職業課

187 242 昭和13年度～18年度課員身分綴
（表題なし）（書簡）（地方技師（個人名）採用
に関する件）

昭和１６年度 (収)昭17. 2.26 東京府学務部

187 243 昭和13年度～18年度課員身分綴
伺（左案ノ通傷痍軍人寄宿寮小使任命相成可然
哉）

昭和１７年度 (施)昭17. 5.10 東京府学務部

187 244 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 5.27 学務部職業課

187 245 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員履歴書送付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 6.22 学務部職業課

187 246 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員履歴書送付方ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 6.20
拓務省拓北局監
理課長

187 247 昭和13年度～18年度課員身分綴 拓務主事任命ニ関スル件 昭和１７年度 (施)昭17. 4. 2 学務部職業課

187 248 昭和13年度～18年度課員身分綴 拓務主事任用ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭17. 3.19 学務部職業課

187 249 昭和13年度～18年度課員身分綴 移植民事務職員採用 昭和１６年度
(起)昭16.12.20
(施)昭16.12.27

学務部職業課

187 250 昭和13年度～18年度課員身分綴 移植民事務職員設置ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭16.11.18 学務部職業課

186 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

187 251 昭和13年度～18年度課員身分綴
（表題なし）（書簡）（移植民職員の増置に関す
る件）

昭和１６年度 (収)昭16.10.16 拓務省拓務局

187 252 昭和13年度～18年度課員身分綴 移植民事務職員設置ニ関スル件 昭和１６年度 (施)昭16.11.18 学務部職業課

187 253 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 6. 6 学務部職員課

187 254 昭和13年度～18年度課員身分綴 拓務主事補任用ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17. 5.12
拓務大臣官房秘
書課

187 255 昭和13年度～18年度課員身分綴 拓務主事補任用ニ関スル件 昭和１７年度 (施)昭17. 4.18 学務部職業課

187 256 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 6.19 学務部職業課

187 257 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１７年度 (施)昭17. 6.15 学務部職業課

187 258 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 6.11
(決)昭17. 6.11
(施)昭17. 6.11

学務部職業課

187 259 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17. 6.11 総務部

187 260 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (収)昭17. 6.  学務部職業課

187 261 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (収)昭17. 8.  学務部職業課

187 262 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (収)昭17. 5.22 学務部職業課

187 263 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.  学務部職業課

187 264 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 9.15
(決)昭17. 9.17

学務部職業課

187 265 昭和13年度～18年度課員身分綴 案（臨時雇ニ対シ左案ノ通内申相成可然哉） 昭和１７年度
(起)昭17. 9.  
(施)昭17. 9.30

学務部職業課

187 266 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17.10.27 学務部職業課

187 267 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17.12.21 警察部

187 268 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17.10.31 学務部職業課
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187 269 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17.12. 7 学務部職業課

187 270 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭18. 2.24 学務部職業課

187 271 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭18. 1.26 警察部

187 272 昭和13年度～18年度課員身分綴 職員定期増俸ニ関スル件 昭和１７年度 (起)昭18. 3.13 警察部職業課

187 273 昭和13年度～18年度課員身分綴
案（職業課勤務臨時雇ニ対シ左案ノ通増俸相成可
然哉）

昭和１７年度 (起)昭18. 3.30 警察部職業課

187 274 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (起)昭18. 1.26 警察部職業課

187 275 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１７年度 (施)昭17. 4.  学務部職業課

187 276 昭和13年度～18年度課員身分綴 地方技師任用ノ儀ニ付内申 昭和１７年度 (施)昭17.10. 8
（主管）商工労
働部職業安定課

187 277 昭和13年度～18年度課員身分綴
（書簡）国民職業指導所職業技師（個人名）の任
用に関する件

昭和１７年度 (施)昭17. 5. 2
厚生省職業局総
務課

187 278 昭和13年度～18年度課員身分綴 地方技師任命ニ関スル件 昭和１７年度 (施)昭17. 4.  学務部職業課

187 279 昭和13年度～18年度課員身分綴 （書簡）（地方技師任用に関する件） 昭和１７年度
(起)昭17. 4. 6
(施)昭17. 4. 8

学務部職業課

187 280 昭和13年度～18年度課員身分綴
（書簡）（地方技師（個人名）の任用に関する
件）

昭和１７年度 (収)昭17. 4. 4
厚生省職業局総
務課

187 281 昭和13年度～18年度課員身分綴 （書簡）（（個人名）の任用に関する件） 昭和１７年度 (収)昭17.10.27 学務部職業課

187 282 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 5.21 警察部職業課

187 283 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 5.25 警察部職業課

187 284 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 5.21 警察部職業課

187 285 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 5.25 警察部職業課

187 286 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 6.30 警察部職業課
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187 287 昭和13年度～18年度課員身分綴 案（左案ノ通発令相成可然哉）（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 6.30 警察部職業課

187 288 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 6.30 警察部職業課

187 289 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 8.16 警察部職業課

187 290 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（国民徴用官）（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18. 8.25 警察部職業課

187 291 昭和13年度～18年度課員身分綴 官庁勤務者の徴用ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18.10. 8 官房長

187 292 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18.11.22 警察部職業課

187 293 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申書提出ノ件 昭和１８年度 (施)昭18. 9.11 警察部職業課

187 294 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18.12.29 警察部職業課

187 295 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18.12.29 警察部職業課

187 296 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭18.12.21 警察部職業課

187 297 昭和13年度～18年度課員身分綴 定期増俸内申書提出ノ件 昭和１８年度 (施)昭18.12.  警察部職業課

187 298 昭和13年度～18年度課員身分綴 増俸発令ノ件通知 昭和１８年度
(起)昭19. 1.20
(施)昭19. 1.20

警察部職業課

187 299 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭19. 2.14 警察部職業課

187 300 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭19. 2. 3 警察部職業課

187 301 昭和13年度～18年度課員身分綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭19. 2.24 警察部職業課

187 302 昭和13年度～18年度課員身分綴
内申書（静岡縣女子勤労動員協議会委員、同幹
事）

昭和１９年度 (施)昭19.11.30 警察部職業課

188 1 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和１８年度 (施)昭19. 3. 1
警察部国民動員
課

188 2 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（国民徴用官）（個人名） 昭和１８年度 (施)昭19. 3.16
警察部国民動員
課
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188 3 昭和19年～25年課員身分関係綴 課長事務代決者内申ノ件（個人名） 昭和１９年度 (施)昭19. 4. 5
警察部国民動員
課

188 4 昭和19年～25年課員身分関係綴 課長事務代決者内申方ノ件 昭和１９年度 (収)昭19. 4. 4 官房長

188 5 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和１９年度 (施)昭19. 5.17
警察部国民動員
課

188 6 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和１９年度 (施)昭19. 6.19
警察部国民動員
課

188 7 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和１９年度 (施)昭19. 7.17
警察部国民動員
課

188 8 昭和19年～25年課員身分関係綴 減俸承諾書 昭和１９年度 (施)昭19. 7.31 （個人名）

188 9 昭和19年～25年課員身分関係綴 （書簡）静岡県事務官の推薦について 昭和１９年度 (収)昭19. 7.10
厚生省勤務局動
員部企画課

188 10 昭和19年～25年課員身分関係綴 譯文（勤労動員関係事務官の推薦について） 昭和１９年度 (収)昭19. 7.11
厚生省勤務局動
員部企画課

188 11 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和１９年度 (施)昭19. 8.23
警察部国民動員
課

188 12 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和１９年度 (施)昭19.10.14
警察部国民動員
課

188 13 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和１９年度 (施)昭19.12.19
警察部国民動員
課

188 14 昭和19年～25年課員身分関係綴 位記御沙汰書送付ノ件 昭和１９年度 (収)昭20. 3.16
清水国民勤労動
員署

188 15 昭和19年～25年課員身分関係綴 位記御沙汰書受領證送付ノ件 昭和１９年度 (収)昭20. 3.10
沼津国民勤労動
員署

188 16 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（国民勤労動員官）（個人名） 昭和１９年度 (施)昭20. 3.10
沼津国民勤労動
員署

188 17 昭和19年～25年課員身分関係綴 位記御沙汰書送付ノ件 昭和１９年度 (施)昭20. 3. 2
静岡県国民動員
課

188 18 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20. 4. 9
警察部国民動員
課

188 19 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20. 5.10
警察部国民動員
課

188 20 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20. 5.31
警察部国民動員
課
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188 21 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20. 7.28
警察部国民動員
課

188 22 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20. 7.28
警察部国民動員
課

188 23 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20. 7.31
警察部国民動員
課

188 24 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20.12. 8 警察部勤労課

188 25 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20.11. 9 警察部勤労課

188 26 昭和19年～25年課員身分関係綴 職員死亡報告（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20. 6.22
警察部国民動員
課

188 27 昭和19年～25年課員身分関係綴 縣吏員勤続手当支給方ノ件 昭和２０年度 (施)昭20.10.13 警察部勤労課

188 28 昭和19年～25年課員身分関係綴 職員招集解除ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.10.13 警察部勤労課

188 29 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20.12.31 内政部勤労課

188 30 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20.12.31 内政部勤労課

188 31 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.23 内政部勤労課

188 32 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.12
教育民生部勤労
課

188 33 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.30
教育民生部勤労
課

188 34 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.12
教育民生部勤労
課

188 35 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.23
教育民生部勤労
課

188 36 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.16
教育民生部勤労
課

188 37 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 4.15
教育民生部勤労
課

188 38 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.31
教育民生部勤労
課
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188 39 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.31
教育民生部勤労
課

188 40 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.12.14
教育民生部勤労
課

188 41 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.12.14
教育民生部勤労
課

188 42 昭和19年～25年課員身分関係綴 職員死亡に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 7.31
教育民生部勤労
課

188 43 昭和19年～25年課員身分関係綴 勤労事務嘱託に関する件 昭和２１年度 (施)昭21. 8.27
教育民生部勤労
課

188 44 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

188 45 昭和19年～25年課員身分関係綴 静岡縣勤労事務嘱託に関する件回答 昭和２１年度 (収)昭21. 7.27
教育民生部勤労
課

188 46 昭和19年～25年課員身分関係綴 静岡縣勤労事務嘱託に関する件 昭和２１年度
(起)昭21. 7.11
(施)昭21. 7.24

教育民生部勤労
課

188 47 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.26
教育民生部勤労
課

188 48 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 1.24
教育民生部勤労
課

188 49 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 4
教育民生部勤労
課

188 50 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.15
教育民生部勤労
課

188 51 昭和19年～25年課員身分関係綴 電報譯文 昭和２１年度 (収)昭22. 1.25 厚生省勤労局

188 52 昭和19年～25年課員身分関係綴 職業行政職員の任用について 昭和２１年度
(起)昭22. 1.16
(施)昭22. 1.17

教育民生部勤労
課

188 53 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 8.28
教育民生部勤労
課

188 54 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3. 5
教育民生部勤労
課

188 55 昭和19年～25年課員身分関係綴
（書簡）（昭和22年勅令第１号第４条ノ覚書該当
者通知書ノ交付）

昭和２１年度
(起)昭22. 3.24
(施)昭22. 3.24

教育民生部勤労
課

188 56 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4.11 民生部勤労課
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188 57 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4.22 民生部勤労課

188 58 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4.30 民生部勤労課

188 59 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4.30 民生部勤労課

188 60 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.31 民生部勤労課

188 61 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4.25 民生部勤労課

188 62 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 6.14 民生部勤労課

188 63 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 6.19 民生部勤労課

188 64 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 6.24 民生部勤労課

188 65 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 5. 2 民生部勤労課

188 66 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 6.11 民生部勤労課

188 67 昭和19年～25年課員身分関係綴 電報案（（個人名）任用の件） 昭和２２年度 (起)昭22. 4.25 民生部勤労課

188 68 昭和19年～25年課員身分関係綴 （書簡）（（個人名）任用の件） 昭和２２年度 (収)昭22. 4.10
厚生省職業安定
局企画課長

188 69 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 7.10 民生部勤労課

188 70 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 7.10 民生部勤労課

188 71 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 7.10 民生部勤労課

188 72 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 7.14 民生部勤労課

188 73 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22.10. 6 民生部職業課

188 74 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22.10. 2 民生部職業課
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188 75 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業応急事業に伴う失業調査事務補助の採用
について）

昭和２２年度
(起)昭22.10.10
(施)昭22.10.10

民生部職業課

188 76 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業応急事業に伴う失業調査事務補助の採用
について）

昭和２２年度
(起)昭22.12. 5
(施)昭22.12. 5

民生部職業課

188 77 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業応急事業に伴う失業調査事務補助の採用
について）

昭和２２年度 (起)昭23. 1.19 経済部職業課

188 78 昭和19年～25年課員身分関係綴 臨時事務嘱託の手当増額について伺 昭和２２年度 (起)昭23. 1.19 経済部職業課

188 79 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 1.31 民政部職業課

188 80 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 1.31 労働部職業課

188 81 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 1.31 労働部職業課

188 82 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭23. 2.19
(施)昭23. 2.29

労働部職業課

188 83 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭23. 2.23
(施)昭23. 1.31

労働部職業課

188 84 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭23. 2.23
(施)昭23. 1.31

労働部職業課

188 85 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭23. 1.31
(施)昭23. 2.23

労働部職業課

188 86 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭23. 1.21
(施)昭23. 1.31

経済部職業課

188 87 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22.11.21
(施)昭23. 2.29

民生部職業課

188 88 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業保険特別会計による職業課雇人の採用に
ついて）（個人名）

昭和２２年度
(起)昭23. 3. 4
(決)昭23. 3. 4
(施)昭23. 2.29

職業課

188 89 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭23. 2.28
(施)昭23. 2.29

労働部職業課

188 90 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22.11.21
(施)昭23. 2.29

民生部職業課

188 91 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭23. 3.14
(決)昭23. 3.15
(施)昭23. 2.29

職業協会静岡県
支部

188 92 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業応急事業による失業調査事務補助の採用
について）（個人名）

昭和２２年度
(起)昭23. 3.14
(決)昭23. 3.17
(施)昭23. 3.22

労働部職業課
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188 93 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 3.31 労働部職業課

188 94 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 5.31 労働部職業課

188 95 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業保険特別会計による臨時雇の採用につい
て）（個人名）

昭和２２年度
(起)昭23. 2.29
(施)昭23. 2.29

職業課

188 96 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 4. 5
(施)昭23. 5.31

労働部職業課

188 97 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 4.16
(施)昭23. 5.31

労働部職業課

188 98 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 4.16
(施)昭23. 5.31

労働部職業課

188 99 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業保険特別会計による臨時雇の採用につい
て）（個人名）

昭和２２年度
(起)昭23. 3. 9
(施)昭23. 3.10

労働部職業課

188 100 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 3.31
(施)昭23. 5.31

労働部職業課

188 101 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 5.31 労働部職業課

188 102 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業保険特別会計による臨時雇の採用につい
て）（個人名）

昭和２２年度
(起)昭23. 3.31
(施)昭23. 3.31

労働部職業課

188 103 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 5. 7
(施)昭23. 5.31

労働部職業課

188 104 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業保険特別会計による臨時雇の採用につい
て）（個人名）

昭和２３年度
(起)昭23. 5. 1
(施)昭23. 4.30

労働部職業課

188 105 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 4.16
(施)昭23. 5.31

労働部職業課

188 106 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6. 2
(施)昭23. 6.11

労働部職業課

188 107 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭22.11.  
(施)昭23. 6.18

民生部職業課

188 108 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭22.  .  
(施)昭23. 6.18

民生部職業課

188 109 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭22.11.  
(施)昭23. 6.18

民生部職業課

188 110 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 3.31
(施)昭23. 6.23

労働部職業課

195 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

188 111 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 5. 6
(施)昭23. 6.23

労働部職業課

188 112 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 5. 6
(施)昭23. 6.23

労働部職業課

188 113 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6.23
(施)昭23. 7. 1

労働部職業課

188 114 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6.23
(施)昭23. 7. 1

労働部職業課

188 115 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6.29
(施)昭23. 7. 1

労働部職業課

188 116 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6.23
(施)昭23. 6.11

労働部職業課

188 117 昭和19年～25年課員身分関係綴 失業保険特別会計物品会計官吏の任免について 昭和２３年度
(起)昭23. 6.  
(施)昭23. 6.18

労働部職業課

188 118 昭和19年～25年課員身分関係綴 失業保険特別会計分任収入官吏の任命について 昭和２３年度
(起)昭23. 6.23
(施)昭23. 6.23

労働部職業課

188 119 昭和19年～25年課員身分関係綴 職員割愛方依頼の件回答 昭和２３年度
(起)昭23. 7.15
(決)昭23. 7.19
(施)昭23. 7.19

労働部職業安定
課

188 120 昭和19年～25年課員身分関係綴 職員割愛方依頼の件 昭和２３年度 (収)昭23. 7.13
労働省職業安定
局庶務課

188 121 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業応急事業による失業調査事務補助者の採
用について）

昭和２３年度
(起)昭23. 7.12
(施)昭23. 7.15

労働部職業課

188 122 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業保険特別会計に依る傭人（給仕）の採用
について）

昭和２２年度
(起)昭23. 3.27
(施)昭23. 3.31

労働部職業課

188 123 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業保険特別会計に依る傭人（給仕）の採用
について）

昭和２２年度
(起)昭23. 3.28
(施)昭23. 3.31

労働部職業課

188 124 昭和19年～25年課員身分関係綴 伺（左案の通り発令してよろしいか）（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22.12. 4
(施)昭22.12.16

財団法人職業補
導協会静岡県支
部

188 125 昭和19年～25年課員身分関係綴 伺（左案の通り発令してよろしいか）（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22.12. 4
(施)昭22. 9.30

財団法人職業補
導協会静岡県支
部

188 126 昭和19年～25年課員身分関係綴 辞令案（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6.30
(施)昭23. 7. 1

労働部職業課

188 127 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6. 8
(施)昭23. 7.31

労働部職業課

188 128 昭和19年～25年課員身分関係綴 元職員の勤務状況等照会の件（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 7.15 労働部職業課
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188 129 昭和19年～25年課員身分関係綴 辞令案（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6. 3
(施)昭23. 7. 1

労働部職業課

188 130 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 6.19
(施)昭23. 6.19

労働部職業課

188 131 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 7.31
(施)昭23. 7.19

労働部職業安定
課

188 132 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 7.19
(施)昭23. 7.19

労働部職業安定
課

188 133 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 8. 2
(施)昭23. 7.19

労働部職業安定
課

188 134 昭和19年～25年課員身分関係綴 都道府縣監察機構強化について 昭和２３年度 (収)昭23. 7. 5
労働省職業安定
局庶務課

188 135 昭和19年～25年課員身分関係綴 都道府縣監察機構強化について 昭和２３年度 (起)昭23. 6. 3 労働部職業課

188 136 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 5.  
(施)昭23. 7.19

労働部職業課

188 137 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 7.  
(施)昭23. 8.25

労働部職業課

188 138 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 9.20
(施)昭23. 9.24

労働部職業安定
課

188 139 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 9.20
(施)昭23. 9.24

労働部職業安定
課

188 140 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業応急事業による失業調査事務補助者の採
用について）

昭和２３年度
(起)昭23. 9.20
(施)昭23. 9.20

労働部職業安定
課

188 141 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 8.25
(施)昭23. 9.24

労働部職業安定
課

188 142 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23.  .  
(施)昭23. 9.24

労働部職業安定
課

188 143 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23.12.27
(施)昭23.12.28

労働部職業安定
課

188 144 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭24. 1.  
(施)昭24. 1. 7

労働部職業安定
課

188 145 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23.12.18
(施)昭24. 1.17

労働部職業安定
課

188 146 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23.12.27
(施)昭24. 1.17

労働部職業安定
課
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188 147 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭24. 3.  
(施)昭24. 3.22

労働部職業安定
課

188 148 昭和19年～25年課員身分関係綴 辞令案（個人名） 昭和２３年度
(起)昭24. 2.23
(施)昭24. 3. 1

労働部職業安定
課

188 149 昭和19年～25年課員身分関係綴 通知書（地方事務官任命通知）（個人名） 昭和２３年度 (施)昭24. 3. 1
労働部職業安定
課

188 150 昭和19年～25年課員身分関係綴 辞令案（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 3.29
(決)昭23. 3.31
(施)昭24. 3.31

労働部職業安定
課

188 151 昭和19年～25年課員身分関係綴 辞令案（個人名） 昭和２４年度
(起)昭24. 7.29
(決)昭24. 7.29
(施)昭24. 7.31

労働部職業安定
課

188 152 昭和19年～25年課員身分関係綴
伺（失業応急事業による失業調査事務補助者の採
用について）（個人名）

昭和２３年度
(起)昭24. 2.28
(施)昭24. 3. 1

労働部職業安定
課

188 153 昭和19年～25年課員身分関係綴 伺（行政整理による人員操作について） 昭和２４年度
(起)昭24. 7. 4
(決)昭24. 7. 4
(施)昭24. 7. 4

労働部職業安定
課

188 154 昭和19年～25年課員身分関係綴 辞令案（個人名） 昭和２４年度
(起)昭24. 9.30
(決)昭24. 9.30
(施)昭24. 9.30

労働部職業安定
課

188 155 昭和19年～25年課員身分関係綴 伺（事務官の欠員補充等）（個人名） 昭和２４年度
(起)昭24.10.10
(決)昭24.10.14
(施)昭24.10.14

労働部職業安定
課

188 156 昭和19年～25年課員身分関係綴 地方事務官発令通知書（個人名） 昭和２４年度 (収)昭24.11.15
労働大臣官房秘
書課

188 157 昭和19年～25年課員身分関係綴 地方事務官発令通知書（個人名） 昭和２４年度 (収)昭24.11.30
労働大臣官房秘
書課

188 158 昭和19年～25年課員身分関係綴 静岡縣職業安定監察官発令通知書 昭和２４年度 (収)昭25. 1.19
労働大臣官房秘
書課

188 159 昭和19年～25年課員身分関係綴 職員割愛方内申について（個人名） 昭和２４年度
(起)昭25. 1. 9
(決)昭25. 1.10
(施)昭25. 1.19

労働部職業安定
課

188 160 昭和19年～25年課員身分関係綴
地方事務官・静岡縣労働部失業保険課勤務発令通
知書

昭和２４年度 (収)昭24. 5.20
労働大臣官房秘
書課

188 161 昭和19年～25年課員身分関係綴
通知（地方事務官、静岡縣労働部失業保険課勤務
発令）

昭和２４年度 (施)昭24. 5.27
労働部職業安定
課

188 162 昭和19年～25年課員身分関係綴 労働事務官発令通知書（個人名） 昭和２４年度 (施)昭24. 5.27
労働大臣官房秘
書課

188 163 昭和19年～25年課員身分関係綴 通知（三島公共安定所長発令）（個人名） 昭和２４年度 (施)昭24. 5.27 職業安定課

188 164 昭和19年～25年課員身分関係綴 地方事務官専任発令通知書（個人名） 昭和２４年度 (収)昭24. 4. 1
労働大臣官房秘
書課
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188 165 昭和19年～25年課員身分関係綴 兼任職員の任命替えについて内申（個人名） 昭和２４年度
(起)昭24. 5. 7
(施)昭24. 5.24

労働部職業課

188 166 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２４年度 (起)昭24. 7.25
労働部職業安定
課

188 167 昭和19年～25年課員身分関係綴 内申書（個人名） 昭和２４年度 (起)昭24. 7.25
労働部職業安定
課

188 168 昭和19年～25年課員身分関係綴 人事異動通知書（個人名） 昭和２５年度 (施)昭25. 9.30
労働部職業安定
課

188 169 昭和19年～25年課員身分関係綴 人事異動通知書（個人名） 昭和２５年度 (施)昭25. 9.30
労働部職業安定
課

188 170 昭和19年～25年課員身分関係綴 人事異動通知書（個人名） 昭和２５年度 (施)昭25. 9.30
労働部職業安定
課

188 171 昭和19年～25年課員身分関係綴
本日別紙の通り発令せられたので通知する（個人
名）

昭和２５年度 (収)昭25. 9.29
労働大臣官房秘
書課

188 172 昭和19年～25年課員身分関係綴 伺（返電案） 昭和２５年度
(起)昭25. 9.27
(決)昭25. 9.27
(施)昭25. 9.27

労働部職業安定
課

188 173 昭和19年～25年課員身分関係綴
本日別紙の通り発令せられたので通知する（個人
名）

昭和２５年度 (収)昭25. 8.28
労働大臣官房秘
書課

189 1
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

嘱託員の退職について 昭和２１年度 (施)昭22. 1.20 静岡県経済部

189 2
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職の件 昭和２２年度 (収)昭23. 1.16
沼津公共労働安
定所

189 3
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

退職願 昭和２２年度 (収)昭23. 1.15 （個人名）

189 4
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 1.24 民生部勤労課

189 5
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任命方につき上申 昭和２１年度 (収)昭22. 1.14
磐田勤労署森分
署

189 6
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 1.24 民生部勤労課

189 7
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件 昭和２１年度 (収)昭22. 1. 6 伊東勤労署

189 8
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 1.24 民生部勤労課

189 9
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用ニ関スル件 昭和２１年度 (収)昭22. 1. 6 静岡勤労署
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189 10
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 1.24 静岡県民生部

189 11
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員内申に関する件 昭和２１年度 (収)昭21.12. 3
浜松勤労署気賀
分署

189 12
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 1.22 静岡県民生部

189 13
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

勤労署長の異動について 昭和２１年度
(起)昭22. 1.16
(施)昭22. 1.17

民生部勤労課

189 14
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 3 民生部勤労課

189 15
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (施)昭21.12.17 富士宮勤労署

189 16
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

身許調査書送付の件 昭和２１年度 (収)昭21.12.26 富士宮勤労署

189 17
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

身元調査方の件復命 昭和２１年度 (収)昭21.12.14
富士宮警察署地
方事務官

189 18
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

身元調査の件照会回答 昭和２１年度 (収)昭21.12.17 富士宮警察署

189 19
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 3 民生部勤労課

189 20
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用について内申 昭和２１年度 (収)昭21.11.30 島田勤労署

189 21
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 3 民生部勤労課

189 22
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 3 民生部勤労課

189 23
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任用方内申について 昭和２１年度 (収)昭21.12.27 磐田勤労署

189 24
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 3 静岡県民生部

189 25
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 1.18 三島勤労署

189 26
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

退職願に関する件 昭和２１年度 (収)昭22. 1.20 浜松勤労署

189 27
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 5 民生部勤労課
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189 28
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用方内申の件 昭和２１年度 (収)昭21.12. 8 磐田勤労署

189 29
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 1.21 静岡県民生部

189 30
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.15 静岡県民生部

189 31
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員の任用について 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 3 静岡県民生部

189 32
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 5 民生部勤労課

189 33
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職願出に関する件 昭和２１年度 (収)昭22. 1.31 伊東勤労署

189 34
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.20 民生部勤労課

189 35
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任用方内申に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 8.31 遠州川崎勤労署

189 36
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任用方内申に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 8.31 遠州川崎勤労署

189 37
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.20 民生部勤労課

189 38
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭21.12.11 三島勤労署

189 39
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭21.12.11 三島勤労署

189 40
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任用替ニ関スル件内申 昭和２１年度 (収)昭21.12.10 三島勤労署

189 41
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.20 民生部勤労課

189 42
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員に任用替の件内申 昭和２１年度 (収)昭21.12.11 三島勤労署

189 43
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員に任用替の件内申 昭和２１年度 (収)昭21.12.11 三島勤労署

189 44
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.24 民生部勤労課

189 45
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

辞職願ノ件 昭和２１年度 (収)昭22. 2. 1
静岡県立浜松建
築工補導所
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189 46
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.24 民生部勤労課

189 47
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職について 昭和２１年度 (収)昭22. 2. 5 磐田勤労署

189 48
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 1.22 静岡県民生部

189 49
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.10. 1 民生部勤労課

189 50
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.10.21
静岡県立浜松機
械工養成所

189 51
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.10.29
静岡県立浜松電
気溶接工補導所

189 52
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.10.29
静岡県立浜松電
気溶接工補導所

189 53
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.10.29
静岡県立浜松電
気溶接工補導所

189 54
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.21 静岡県民生部

189 55
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.21 民生部勤労課

189 56
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

食品加工補導所職員履歴書送付の件 昭和２１年度 (収)昭21.12.16 清水勤労署

189 57
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.28 静岡県民生部

189 58
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.28 民生部勤労課

189 59
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 静岡県民生部

189 60
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退官願出進達の件 昭和２１年度 (収)昭22. 3.10 遠州川崎勤労署

189 61
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 62
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任命方内申について 昭和２１年度 (収)昭22. 1.21 磐田勤労署

189 63
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課
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189 64
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 2.18 三島勤労署

189 65
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.18 民生部勤労課

189 66
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職願申達の件 昭和２１年度 (収)昭22. 3. 5 清水勤労署

189 67
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 68
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任用方内申について 昭和２１年度 (収)昭22. 2. 5 磐田勤労署

189 69
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 70
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 2. 7 三島勤労署

189 71
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 72
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.28 静岡県民生部

189 73
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職に関する内申の件 昭和２１年度 (収)昭22. 2.  吉原勤労署

189 74
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 75
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 2.12 沼津勤労署

189 76
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 77
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用について内申 昭和２１年度 (収)昭22. 1.24 島田勤労署

189 78
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 79
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任命方につき上申 昭和２１年度 (収)昭22. 3. 5
磐田勤労署森分
署

189 80
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22.  .  民生部勤労課

189 81
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用方の件上申 昭和２１年度 (収)昭22. 1.30 伊東勤労署
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189 82
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 83
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 2.15 沼津勤労署

189 84
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 85
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用方内申の件 昭和２１年度 (収)昭22. 3. 4 清水勤労署

189 86
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

身元調査方依頼に関する件 昭和２１年度 (収)昭22. 2.19 清水勤労署

189 87
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 88
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任用に関する内申の件 昭和２１年度 (収)昭22. 2. 6 吉原勤労署

189 89
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.20 民生部勤労課

189 90
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭21.12.26 富士宮勤労署

189 91
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.20 民生部勤労課

189 92
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用につき内申 昭和２１年度 (収)昭22. 3.12 浜松日雇勤労署

189 93
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.22 民生部勤労課

189 94
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 2. 8 富士宮勤労署

189 95
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.19 民生部勤労課

189 96
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

勤労署職員任用に関する件 昭和２１年度 (収)昭22. 2.19 掛川勤労署

189 97
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員任用について 昭和２１年度 (収)昭21.12. 6 掛川勤労署

189 98
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.31 民生部勤労課

189 99
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.31 民生部勤労課
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189 100
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用につき内申 昭和２１年度 (収)昭22. 3.12 浜松勤労署

189 101
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.31 民生部勤労課

189 102
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 3.17 沼津日雇勤労署

189 103
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.31 民生部勤労課

189 104
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 3.20 沼津勤労署

189 105
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.31 民生部勤労課

189 106
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用方内申の件 昭和２１年度 (収)昭22. 1.28 下田勤労署

189 107
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.31 民生部勤労課

189 108
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員採用について内申 昭和２１年度 (収)昭22. 3.20 島田勤労署

189 109
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.31 民生部勤労課

189 110
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 3.20
沼津建築工補導
所

189 111
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

職員退職に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 3.20
沼津建築工補導
所

189 112
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.15 民生部勤労課

189 113
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

（表題なし）職員の履歴書、身分証明書送付 昭和２１年度 (収)昭22. 1.22 沼津勤労署

189 114
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2.22 民生部勤労課

189 115
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

縣立建築工補導所職員採用に関する件 昭和２１年度 (収)昭22. 1.24
静岡県立静岡建
築工補導所

189 116
昭和21年度安定所職員身分綴（勤
労署、補導所）

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 3. 1 静岡県民生部

190 1
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31 内政部勤労課
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190 2
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31 内政部勤労課

190 3
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 2.19
教育民政部勤労
課

190 4
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 2.21
教育民政部勤労
課

190 5
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民政部勤労
課

190 6
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民政部勤労
課

190 7
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民政部勤労
課

190 8
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3. 5
教育民政部勤労
課

190 9
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用に関する件 昭和２０年度 (収)昭21. 2.21
浜松勤労署気賀
出張所

190 10
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3. 4
教育民政部勤労
課

190 11
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 2.28
教育民政部勤労
課

190 12
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職方申達ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 2.16 清水勤労署

190 13
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3. 5
教育民政部勤労
課

190 14
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

退職願申達ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 2.18 磐田勤労署

190 15
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.12
教育民政部勤労
課

190 16
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.15
教育民政部勤労
課

190 17
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.14
教育民政部勤労
課

190 18
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.15
教育民政部勤労
課

190 19
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.15
教育民政部勤労
課
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190 20
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭20.12.31
教育民政部勤労
課

190 21
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.16
教育民政部勤労
課

190 22
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.22
教育民政部勤労
課

190 23
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.26
教育民政部勤労
課

190 24
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.  
教育民政部勤労
課

190 25
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.31
教育民政部勤労
課

190 26
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.30
教育民政部勤労
課

190 27
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用依頼ノ件 昭和２０年度 (収)昭21. 3.28
朝鮮関係残務整
理事務所

190 28
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.31
教育民政部勤労
課

190 29
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

電報譯文（辞令に関する件） 昭和２１年度 (収)昭21. 4. 5
兵庫県教育民生
部

190 30
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

電報案（辞令に関する件） 昭和２１年度
(起)昭21. 3.31
(施)昭21. 4. 1

勤労課

190 31
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

電報（辞令に関する件） 昭和２０年度 (収)昭21. 3.29
兵庫県教育民生
部

190 32
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

（書簡）兵庫縣尼崎勤労署勤務（個人名）割愛ノ
件

昭和２０年度 (収)昭21. 2.28
兵庫県教育民生
部

190 33
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

（書簡）（個人名）割愛の件 昭和２０年度 (収)昭21. 3. 1
兵庫県教育民生
部

190 34
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

（電報）（個人名）割愛の件 昭和２０年度 (施)昭21. 3.14
兵庫県教育民生
部

190 35
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

書簡案 昭和２０年度 (起)昭21. 3. 9 勤労課

190 36
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

伺 昭和２０年度
(起)昭21. 2.15
(施)昭21. 2.16

教育民生部勤労
課

190 37
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

（電報） 昭和２０年度 (収)昭21. 2.11 （個人名）
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190 38
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

電報案 昭和２０年度
(起)昭21. 2. 7
(施)昭21. 2. 7

教育民生部勤労
課

190 39
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

（書簡） 昭和２０年度 (施)昭20.12.24 勤労局業務課

190 40
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

（書簡） 昭和２０年度 （個人名）

190 41
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 4.30
教育民生部勤労
課

190 42
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 4.30
教育民生部勤労
課

190 43
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 4.30
教育民生部勤労
課

190 44
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職ニ関スル件 昭和２１年度 (収)昭21. 4.10 島田勤労署

190 45
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.23
教育民生部勤労
課

190 46
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職方申達ノ件 昭和２１年度 (収)昭21. 4.30 清水勤労署

190 47
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.23
教育民生部勤労
課

190 48
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願副申ノ件 昭和２１年度 (収)昭21. 5. 3 下田勤労署

190 49
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.30
教育民生部勤労
課

190 50
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 4. 8
教育民生部勤労
課

190 51
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.31
教育民生部勤労
課

190 52
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.31
教育民生部勤労
課

190 53
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.22
教育民生部勤労
課

190 54
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 2.28
教育民生部勤労
課

190 55
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 4.30
教育民生部勤労
課

208 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

190 56
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 4.17
教育民生部勤労
課

190 57
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5. 2
教育民生部勤労
課

190 58
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 4.10
教育民生部勤労
課

190 59
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

190 60
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

退職願の件申達 昭和２１年度 (収)昭21. 5.20 吉原勤労署

190 61
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.  
教育民生部勤労
課

190 62
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ノ件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 5.14 沼津勤労署

190 63
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ関スル件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 5.25 沼津勤労署

190 64
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ関スル件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 5.25 沼津勤労署

190 65
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

190 66
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.31
教育民生部勤労
課

190 67
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ関スル件 昭和２１年度 (収)昭21. 4.24 静岡日雇勤労署

190 68
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.31
教育民生部勤労
課

190 69
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 5.  磐田勤労署

190 70
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.31
教育民生部勤労
課

190 71
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願出ノ件進達 昭和２１年度 (収)昭21. 4.30 静岡勤労署

190 72
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 73
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ関スル件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 4.22 富士宮勤労署
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190 74
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ関スル件内申 昭和２０年度 (収)昭21. 3.22 富士宮勤労署

190 75
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 1
教育民生部勤労
課

190 76
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 5.18 静岡日雇勤労署

190 77
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ付内申 昭和２１年度 (収)昭21. 5. 9 静岡日雇勤労署

190 78
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ関スル件 昭和２１年度 (収)昭21. 5. 1 静岡日雇勤労署

190 79
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 80
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任命方ノ件上申 昭和２１年度 (収)昭21. 5. 1 伊東勤労署

190 81
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 82
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任命方上申に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 5.14 伊東勤労署

190 83
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

190 84
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員ニ任用替ノ件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 4.27 沼津勤労署

190 85
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員ニ任用替ノ件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 4.27 沼津勤労署

190 86
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 1
教育民生部勤労
課

190 87
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方の件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 5.11 静岡日雇勤労署

190 88
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 89
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方内申ノ件 昭和２１年度 (収)昭21. 5. 6 静岡日雇勤労署

190 90
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 91
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方ノ件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 5. 2 三島勤労署
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190 92
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 93
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任命内申ニ関スル件 昭和２１年度 (収)昭21. 4.13 遠州川崎勤労署

190 94
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

副申書 昭和２１年度 (収)昭21. 4.13 遠州川崎勤労署

190 95
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員内申ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 3.27 遠州川崎勤労署

190 96
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 97
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任用内申ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.17 吉原勤労署

190 98
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 99
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任用方内申の件 昭和２１年度 (収)昭21. 5. 9 磐田勤労署

190 100
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 101
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任用方内申ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 3.27
磐田勤労署森出
張所

190 102
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 103
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用の件 昭和２１年度 (収)昭21. 5.21 清水勤労署

190 104
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方内申ノ件 昭和２１年度 (収)昭21. 4.30 清水勤労署

190 105
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 106
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇任用に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 6.17 掛川勤労署

190 107
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇任用に関する件 昭和２０年度 (収)昭21. 3.28 掛川勤労署

190 108
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度
(起)昭21. 6.  
(施)昭21.  .  

教育民生部勤労
課

190 109
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 1
教育民生部勤労
課
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190 110
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 6.26
教育民生部勤労
課

190 111
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 112
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 6.  
教育民生部勤労
課

190 113
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員配置替に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 6.10
浜松日雇勤労
署、浜松勤労署

190 114
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 115
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願出ノ件 昭和２１年度 (収)昭21. 7. 1 三島勤労署

190 116
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 7. 1 富士宮勤労署

190 117
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7. 9
教育民生部勤労
課

190 118
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.  
教育民生部勤労
課

190 119
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.16
教育民生部勤労
課

190 120
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 5.10
教育民生部勤労
課

190 121
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.27
教育民生部勤労
課

190 122
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.31
教育民生部勤労
課

190 123
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願出の件 昭和２１年度 (収)昭21. 7.18 三島勤労署

190 124
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.31
教育民生部勤労
課

190 125
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

退職願進達に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 7.17 清水勤労署

190 126
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8. 1
教育民生部勤労
課

190 127
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方内申の件 昭和２１年度 (収)昭21. 5.22 下田勤労署
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190 128
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8. 1
教育民生部勤労
課

190 129
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

事務員採用につき内申 昭和２１年度 (収)昭21. 7. 8
浜松建築工補導
所

190 130
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.19
教育民生部勤労
課

190 131
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方内申の件 昭和２１年度 (収)昭21. 6.22 清水勤労署

190 132
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 6.  
教育民生部勤労
課

190 133
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 6.25
浜松機械工養成
所

190 134
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.  
教育民生部勤労
課

190 135
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇員採用ノ件 昭和２１年度 (施)昭21. 7.12
浜松機械工養成
所

190 136
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8. 2
教育民生部勤労
課

190 137
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ関スル件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 5.18 沼津日雇勤労署

190 138
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.19
教育民生部勤労
課

190 139
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用ニ関スル件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 7. 6 沼津日雇勤労署

190 140
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8. 2
教育民生部勤労
課

190 141
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.19
教育民生部勤労
課

190 142
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.10
教育民生部勤労
課

190 143
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

講師委嘱につき内申 昭和２１年度 (収)昭21. 7. 9
浜松建築工補導
所

190 144
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.22
教育民生部勤労
課

190 145
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員内申に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 7.16 吉原勤労署
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190 146
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.19
教育民生部勤労
課

190 147
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員新規採用ニ関スル内申 昭和２０年度 (収)昭21. 3.22 浜松勤労署

190 148
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.  
教育民生部勤労
課

190 149
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願進達ニ関スル件 昭和２１年度 (収)昭21. 8.14 清水勤労署

190 150
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.  
教育民生部勤労
課

190 151
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任用替オ願ヒノ件 昭和２１年度 (収)昭21. 8.26 下田勤労署

190 152
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.31
教育民生部勤労
課

190 153
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 8.19 磐田勤労署

190 154
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願出に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 8.19 伊東勤労署

190 155
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

副申書 昭和２１年度 (収)昭21. 8.19 伊東勤労署

190 156
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 8.28
教育民生部勤労
課

190 157
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

縣立沼津建築工補導所職員任用の件 昭和２１年度 (収)昭21. 8.22 沼津勤労署

190 158
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

190 159
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申（個人名） 昭和２１年度 (収)昭21. 8. 6
浜松機械工養成
所

190 160
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 7.16
教育民生部勤労
課

190 161
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 9.  
教育民生部勤労
課

190 162
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用に関する件 昭和２１年度 (収)昭21. 9. 2 静岡勤労署

190 163
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方の件内申 昭和２１年度 (収)昭21. 7.15
静岡建築工補導
所
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190 164
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.20
教育民生部勤労
課

190 165
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方内申ニ関スル件 昭和２１年度 (収)昭21. 8.28
磐田勤労署森分
署

190 166
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (起)昭21. 9.12
教育民生部勤労
課

190 167
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

沼津建築工補導所職員任用の件 昭和２１年度 (収)昭21. 9. 7 沼津勤労署

190 168
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.20
教育民生部勤労
課

190 169
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.22
教育民生部勤労
課

190 170
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

退職願進達に関する件 昭和２１年度 (収)昭21.11. 6 清水勤労署

190 171
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

署員退職について 昭和２１年度 (収)昭21.10.24 島田勤労署

190 172
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願出の件進達 昭和２１年度 (収)昭21.11. 9 静岡勤労署

190 173
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (起)昭21.11.  
教育民生部勤労
課

190 174
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任命方の件上申 昭和２１年度 (収)昭21. 9.16 伊東勤労署

190 175
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.  
教育民生部勤労
課

190 176
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方内申の件 昭和２１年度 (収)昭21.10.10 清水勤労署

190 177
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方内申の件 昭和２１年度 (収)昭21.10. 1 清水勤労署

190 178
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.11.  
教育民生部勤労
課

190 179
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任用替の件内申 昭和２１年度 (収)昭21.10.12 沼津日雇勤労署

190 180
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭21.10.23 沼津日雇勤労署

190 181
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭21.11.14 沼津日雇勤労署
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190 182
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (起)昭21.11.  
教育民生部勤労
課

190 183
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

辞職願進達の件 昭和２１年度 (収)昭21.11.20 浜松日雇勤労署

190 184
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21. 9.28
教育民生部勤労
課

190 185
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭22. 2. 8
教育民生部勤労
課

190 186
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (起)昭21.11.  
教育民生部勤労
課

190 187
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.12.12
教育民生部勤労
課

190 188
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.12.  
教育民生部勤労
課

190 189
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２１年度 (施)昭21.12.28
教育民生部勤労
課

190 190
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

（電報） 昭和２１年度 (収)昭21.12.14 厚生省勤労局

190 191
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

勤労署長の異動について 昭和２１年度 (起)昭21.12. 7 民生部勤労課

190 192
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22. 3.  
(施)昭22. 4. 1

教育民生部勤労
課

190 193
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用に関する件内申 昭和２１年度 (収)昭22. 3. 3 三島勤労署

190 194
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 195
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用内申の件 昭和２１年度 (収)昭22. 3.12 遠州川崎勤労署

190 196
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 197
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願について 昭和２２年度 (収)昭22. 4. 5 磐田勤労署

190 198
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 199
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 4. 4
浜松勤労署気賀
分署
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190 200
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 201
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

退職願進達の件 昭和２２年度 (収)昭22. 4. 7 浜松勤労署

190 202
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 203
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用に関する件内申 昭和２２年度 (収)昭22. 4. 6 沼津勤労署

190 204
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 205
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用内申について 昭和２１年度 (収)昭22. 3. 3 遠州川崎勤労署

190 206
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 207
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 208
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任官に関する内申の件 昭和２１年度 (収)昭22. 2.12 吉原勤労署

190 209
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 210
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員任官方上申の件 昭和２１年度 (収)昭22. 3.12 遠州川崎勤労署

190 211
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 7
教育民生部勤労
課

190 212
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用内申について 昭和２１年度 (収)昭22. 3.12 遠州川崎勤労署

190 213
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22. 4. 5
(施)昭22. 4. 7

教育民生部勤労
課

190 214
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

退職願進達の件 昭和２２年度 (収)昭22. 4.11 浜松日雇勤労署

190 215
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4.30
教育民生部勤労
課

190 216
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

建築工補導所副所長内申の件 昭和２１年度 (収)昭22. 3.29 沼津勤労署長

190 217
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4.30
教育民生部勤労
課
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190 218
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 1
教育民生部勤労
課

190 219
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 5. 2
教育民生部勤労
課

190 220
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 5. 2
教育民生部勤労
課

190 221
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

縣立沼津建築工補導所職員採用の件 昭和２２年度 (収)昭22. 4.22
沼津建築工補導
所

190 222
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 5.31
教育民生部勤労
課

190 223
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 5. 6 食品加工補導所

190 224
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 7.26
教育民生部勤労
課

190 225
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職業補導所職員採用につき内申 昭和２２年度 (収)昭22. 7. 7
浜松建築工補導
所

190 226
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.31 静岡県民生部

190 227
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方協議 昭和２２年度 (施)昭22. 8.31
清水公共職業安
定所

190 228
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 9.18 民生部職業課

190 229
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

助手採用につき内申 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 8
静岡建築工補導
所

190 230
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

助手採用につき内申 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 8
静岡建築工補導
所

190 231
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (起)昭22. 9.  民生部職業課

190 232
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

講師手当増額につき内申 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 8
静岡建築工補導
所

190 233
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 6.25 民生部職業課

190 234
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22. 8.31 民生部職業課

190 235
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

助手解職につき内申 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 8
静岡建築工補導
所
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190 236
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職願について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.15
磐田公共職業安
定所

190 237
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22.11.15
静岡県民生部職
業課

190 238
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇員退職に関し伺 昭和２２年度 (収)昭22.11.10
三島公共職業安
定所

190 239
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22.11.17 民生部職業課

190 240
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22.11.17 民生部職業課

190 241
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇員の採用報告について 昭和２２年度 (収)昭22.12. 9
伊東公共職業安
定所

190 242
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.  .  
静岡県民生部職
業課

190 243
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用内申に就て 昭和２２年度 (収)昭22.11.10
伊東公共職業安
定所

190 244
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22.  .  
静岡県民生部職
業課

190 245
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.11.30
静岡県民生部職
業課

190 246
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方につき協議の件 昭和２２年度 (収)昭22.11.30
伊東公共職業安
定所

190 247
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

事由書 昭和２２年度 (収)昭22.11.30
伊東公共職業安
定所

190 248
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用方につき協議の件 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 3
伊東公共職業安
定所

190 249
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22.12.26 民生部職業課

190 250
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22.12.26 民生部職業課

190 251
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22.11.21 民生部職業課

190 252
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭22.11.21 民生部職業課

190 253
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 1.15 民生部職業課
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190 254
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 1.15 経済部職業課

190 255
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇人採用に就き報告 昭和２２年度 (収)昭22.10.31
静岡建築工補導
所

190 256
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 2.29 民生部職業課

190 257
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

新規採用職員着任報告について 昭和２２年度 (収)昭23. 3.16
静岡県立事務補
導所

190 258
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 2.29 労働部職業課

190 259
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員採用について 昭和２２年度 (収)昭23. 2. 3
静岡県立事務補
導所

190 260
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

事務補導所給仕採用につき報告 昭和２２年度 (収)昭23. 2.26
静岡県立事務補
導所

190 261
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員の退職について 昭和２２年度 (施)昭23. 2.26 労働部職業課

190 262
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員の任用替に関する件 昭和２２年度 (収)昭23. 2.24
沼津公共職業安
定所

190 263
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 3.31 労働部職業課

190 264
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度 (施)昭23. 3.31 労働部職業課

190 265
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

静岡縣立電気溶接補導所職員退職の件報告 昭和２２年度 (収)昭23. 3.25 電気溶接補導所

190 266
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 4. 1 労働部職業課

190 267
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 4.30 労働部職業課

190 268
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申（個人名） 昭和２２年度 (収)昭23. 2.25
静岡県立電気溶
接補導所

190 269
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 4. 1 労働部職業課

190 270
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 5.31 労働部職業課

190 271
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 6.11 労働部職業課
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190 272
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

事務補導所使丁採用について報告 昭和２３年度 (収)昭23. 5.22
静岡事務公共職
業補導所

190 273
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 7. 7 労働部職業課

190 274
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 7.10 労働部職業課

190 275
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 4. 1 労働部職業課

190 276
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 7.31
労働部職業安定
課

190 277
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

（表題なし）静岡縣立美術漆器公共職業補導所書
記採用内申

昭和２３年度 (収)昭23. 7.  
県立美術漆器公
共職業補導所

190 278
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 8.31
労働部職業安定
課

190 279
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 9.13
労働部職業安定
課

190 280
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 9.24
労働部職業安定
課

190 281
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

指導員嘱託について内申 昭和２３年度 (収)昭23. 9.  
静岡県立沼津建
築公共職業補導
所

190 282
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23. 9.  
(施)昭23.10. 1

労働部職業安定
課

190 283
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

雇人採用の件 昭和２３年度 (収)昭23.10.15
静岡県立静岡機
械技術公共職業
補導所

190 284
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

給仕採用報告の件 昭和２３年度 (収)昭23.11. 8
静岡県立美術漆
器公共職業補導
所

190 285
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度 (施)昭23. 9.30
労働部職業安定
課

190 286
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

退職願副申の件 昭和２３年度 (収)昭23.10. 5
静岡県立浜松建
築公共職業補導
所

190 287
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22. 7. 8
(施)昭22. 7.10

民生部勤労課

190 288
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申（個人名） 昭和２２年度 (収)昭22. 5.15
静岡県立電気溶
接補導所
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190 289
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22. 7. 7
(施)昭22. 7. 9

民生部勤労課

190 290
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

職員退職の件内申 昭和２２年度 (収)昭22. 7. 4
静岡県立沼津建
築工補導所

190 291
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２２年度
(起)昭22. 6.18
(施)昭22. 6.24

民生部勤労課

190 292
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

縣立沼津建築工補導所職員採用の件内申 昭和２２年度 (収)昭22. 6.17
静岡県立沼津建
築工補導所

190 293
昭和21～23年勤労署、機械工養成
所、補導所身分関係綴

内申書（個人名） 昭和２３年度
(起)昭23.12.27
(施)昭23.12.31

民生部勤労課

191 1 諸契約綴 土地無償貸借契約関スル件伺 昭和１３年度
(起)昭13. 8. 9
(施)昭13. 8.13

学務部職業課

191 2 諸契約綴 土地無償貸借契約締結の件 昭和１３年度 (収)昭13. 8. 8 沼津市

191 3 諸契約綴 土地無償貸借契約書 昭和１３年度 (施)昭13. 8. 1
（主管）民政労
働部職業安定課

191 4 諸契約綴
国営職業紹介所ニ供用スベキ土地建物等ノ寄付又
ハ貸借ニ関スル件

昭和１３年度
(起)昭13.11.18
(施)昭13.12.17

学務部職業課

191 5 諸契約綴 伺（下田職業紹介所庁舎賃貸借契約更新ノ件） 昭和１５年度 (施)昭15. 4. 9 学務部職業課

191 6 諸契約綴 伺（下田職業紹介所庁舎賃貸借契約ノ件） 昭和１３年度
(起)昭14. 2.15
(施)昭14. 3. 8

学務部職業課

191 7 諸契約綴 家屋賃貸借契約解除ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭14. 2. 2
(施)昭14. 2. 9

学務部職業課

191 8 諸契約綴 下田職業紹介所庁舎賃貸借契約解除ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭13. 8. 2
(施)昭13. 8. 9

学務部職業課

191 9 諸契約綴 国営職業紹介所ニ供用スベキ建物貸借ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭13. 7.22
(施)昭13. 7.25

学務部職業課

191 10 諸契約綴
国営職業紹介所ニ供用スベキ土地建物等ノ寄付又
ハ貸借ニ関スル件

昭和１３年度 (収)昭13. 6.27 賀茂郡下田町

191 11 諸契約綴 庁舎移転ニ依ル新賃貸借契約書ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭14. 2. 1
(施)昭14. 2. 1

学務部職業課

191 12 諸契約綴
御伺（静岡職業紹介所機械工補導所建物賃貸借契
約ニ関スル件）

昭和１５年度
(起)昭15. 4.15
(施)昭15. 6.15

学務部職業課

191 13 諸契約綴
静岡国民職業指導所機械工補導所建物賃貸借契約
の件

昭和１５年度
(起)昭16. 3.11
(施)昭16. 3.22

学務部職業課
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191 14 諸契約綴
伺（静岡国民職業指導所機械工補導所建物賃貸借
契約ノ更新）

昭和１７年度
(起)昭17. 3.17
(施)昭17. 4.11

学務部職業課

191 15 諸契約綴 機械工補導所建物賃貸借契約更新ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭17. 3.16
静岡国民職業指
導所

191 16 諸契約綴 国民職業指導所庁舎敷地ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17. 4.10
島田国民職業指
導所

191 17 諸契約綴 建物賃貸借契約承継ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 5.25
関東配電株式会
社

191 18 諸契約綴
静岡国民職業指導所機械工補導所建物賃貸借契約
ノ件

昭和１８年度
(起)昭18. 4.19
(決)昭18. 5. 8

警察部職業課

191 19 諸契約綴 建物賃貸借契約書送付ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 4.20
(決)昭18. 4.20
(施)昭18. 4.20

警察部職業課

191 20 諸契約綴 機械工補導所建物賃貸借契約更新ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭18. 3.30
静岡国民職業指
導所

191 21 諸契約綴
伺（静岡国民職業指導所機械工補導所建物賃貸借
契約更新ニ関スル件）

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 8
(決)昭18. 4.19

警察部職業課

191 22 諸契約綴 家屋賃貸借契約解除ニ関スル件 昭和１８年度 警察部職業課

191 23 諸契約綴
国民職業指導所ノ拡充ニ伴ウ庁舎賃貸借並使用貸
借契約ノ件

昭和１６年度
(起)昭17. 3. 9
(決)昭17. 3.17
(施)昭17. 3.28

学務部職業課

191 24 諸契約綴 国民職業指導所名称並管轄区域変更ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 1.10
(施)昭17. 1.13

学務部職業課

191 25 諸契約綴 国民職業指導所長異動ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 1.19
(施)昭17. 1.19

学務部職業課

191 26 諸契約綴 気賀国民職業指導所庁舎模様替工事施行ノ件 昭和１６年度 (施)昭17. 3.10 学務部職業課

191 27 諸契約綴 国民職業指導所庁舎ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 2.25
(施)昭17. 3. 4

学務部職業課

191 28 諸契約綴 国民職業指導所庁舎営繕ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭17. 3.16 厚生省職業局

191 29 諸契約綴 国民職業指導所庁舎ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 3. 2
(施)昭17. 3. 6

学務部職業課

191 30 諸契約綴 国民職業指導所ノ監査ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 7. 1
(施)昭17. 7. 6

学務部職業課

191 31 諸契約綴 国民職業指導所ノ事務監査ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 6.11
(施)昭17. 6.16

学務部職業課
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191 32 諸契約綴 国民職業指導所ノ監査ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 6. 4
(施)昭17. 6. 9

学務部職業課

191 33 諸契約綴 国民職業指導所ノ監査ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 5.22
(施)昭17. 5.25

学務部職業課

191 34 諸契約綴 国民職業指導所ノ監査ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4.30
(施)昭17. 5. 2

学務部職業課

191 35 諸契約綴 監査ノ所見ニ対スル処置状況ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 7.20
清水国民職業指
導所

191 36 諸契約綴 掛川勤労署庁舎新築工事施工の件伺い 昭和２１年度
(起)昭22. 3.20
(決)昭22. 3.25

教育民生部勤労
課

191 37 諸契約綴 掛川勤労署庁舎新築決定に就いて 昭和２１年度 (収)昭21.11.21 掛川勤労署

191 38 諸契約綴 掛川勤労署庁舎建築工事について 昭和２１年度 (収)昭22. 3.20 掛川勤労署

191 39 諸契約綴 掛川勤労署庁舎建築工事について 昭和２１年度 (収)昭22. 3.24 掛川勤労署

191 40 諸契約綴 掛川勤労署庁舎建築工事について 昭和２１年度 (収)昭22. 3.24 掛川勤労署

191 41 諸契約綴 公共職業安定所庁舎新営及び修繕計画に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 8.17
掛川公共職業安
定所

191 42 諸契約綴 浜松公共職業安定所庁舎落成式について 昭和２２年度 (起)昭22. 4.25 民生部勤労課

191 43 諸契約綴 静岡公共職業（労働）安定所庁舎落成式について 昭和２２年度 (起)昭22. 6.23 民生部勤労課

191 44 諸契約綴 吉原公共職業安定所庁舎落成式について 昭和２２年度
(起)昭22. 8.18
(決)昭22. 8.19
(施)昭22. 8.19

民生部職業課

191 45 諸契約綴 公共職業安定所設置に関する件 昭和２２年度
(起)昭22.11. 8
(施)昭22.11.12

民生部職業課

191 46 諸契約綴 公共職業安定所設置に関する件 昭和２２年度
(起)昭22. 6.14
(施)昭22. 6.18

民生部勤労課

191 47 諸契約綴 管内状況調査に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 6.13
三島公共職業安
定所

191 48 諸契約綴 管内状況調査に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 6.10
伊東公共職業安
定所

191 49 諸契約綴 管内状況調査に関する件 昭和２２年度
(起)昭22. 6. 6
(施)昭22. 6. 7

民生部勤労課
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191 50 諸契約綴 勤労署庁舎営繕計画に関する件 昭和２１年度
(起)昭21. 7.19
(決)昭21. 7.30
(施)昭21. 7.31

教育民生部勤労
課

191 51 諸契約綴 掛川勤労署庁舎建築工事について 昭和２１年度 (収)昭22. 3.24 掛川勤労署

191 52 諸契約綴 吉原勤労署庁舎新築工事施行方の件伺い 昭和２１年度
(起)昭22. 3.20
(決)昭22. 3.20

民生部勤労課

191 53 諸契約綴 庁舎貸供期間延長ノ件許可要請 昭和１９年度
(起)昭20. 1. 6
(施)昭20. 1. 7

警察部国民動員
課

191 54 諸契約綴 吉原区裁判所庁舎貸供契約変更ニ関スル件 昭和１８年度 (起)昭19. 2.26 警察部職業課

191 55 諸契約綴 御伺（吉原国民職業指導所庁舎ニ関スル件） 昭和１８年度
(起)昭18. 6.10
(施)昭18. 6.11

警察部職業課

191 56 諸契約綴
御伺（吉原国民職業指導所（假稱）庁舎ニ関スル
件）

昭和１８年度
(起)昭18. 5. 6
(施)昭18. 5.10

警察部職業課

192 1 昭和17～21年組織・機構例規 国民職業指導所職員定員改正ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 3.11
(施)昭17. 3.17

学務部職業課

192 2 昭和17～21年組織・機構例規 国民職業指導所便覧作成ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 5.30
(施)昭17. 6. 1

学務部職業課

192 3 昭和17～21年組織・機構例規
国民職業指導所ノ名称又は管轄区域改正ニ関スル
件

昭和１７年度 (施)昭17. 7.18 学務部職業課

192 4 昭和17～21年組織・機構例規
国民職業指導所ノ名称及管轄区域改正方ニ関スル
件

昭和１７年度
(起)昭17. 5.23
(施)昭17. 5.23

学務部職業課

192 5 昭和17～21年組織・機構例規 国民勤労動員署ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭19. 3. 4
厚生次官、内務
次官

192 6 昭和17～21年組織・機構例規
伊東国民勤労動員署、熱海臨時勤労相談所開所式
ニ関スル件

昭和２０年度 (収)昭20. 4.10
伊東国民勤労動
員署

192 7 昭和17～21年組織・機構例規
伊東国民勤労動員署、熱海臨時勤労相談所服務規
程ニ関スル件

昭和２０年度 (収)昭20. 4. 7
伊東国民勤労動
員署

192 8 昭和17～21年組織・機構例規 臨時勤労相談所設置ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭20. 3.23
(施)昭20. 3.27

警察部国民動員
課

192 9 昭和17～21年組織・機構例規 伊東国民勤労動員署熱海分室設置方ノ件 昭和１９年度 (収)昭20. 3.19
伊東国民勤労動
員署

192 10 昭和17～21年組織・機構例規 国民勤労動員署出張所設置ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 8. 6
(施)昭20. 8.27

警察部国民動員
課

192 11 昭和17～21年組織・機構例規 国民勤労動員署出張所設置ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 7. 6
(決)昭20. 7.10
(施)昭20. 7.10

警察部国民動員
課
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192 12 昭和17～21年組織・機構例規
各国民勤労動員署職員定員及之ガ管轄区域ノ改正
ニ関スル件

昭和２０年度
(起)昭20. 8. 8
(施)昭20. 8.14

警察部国民動員
課

192 13 昭和17～21年組織・機構例規
国民勤労動員署職員定員及之ガ管轄区域ノ改正ニ
関スル件

昭和２０年度 (収)昭20. 8. 5 厚生省勤労局

192 14 昭和17～21年組織・機構例規 電報譯文 昭和２０年度 (収)昭20. 7.29
厚生省勤労局企
画課

192 15 昭和17～21年組織・機構例規
国民勤労動員署廃合並ニ位置、名称ノ変更及定員
改正ニ関スル件

昭和２０年度
(起)昭20. 7. 7
(決)昭20. 7. 8
(施)昭20. 7. 8

警察部国民動員
課

192 16 昭和17～21年組織・機構例規
国民勤労動員署ノ移転改称並出張所設置ニ関スル
件

昭和２０年度 (施)昭20. 8.15
警察部国民動員
課

192 17 昭和17～21年組織・機構例規 勤労署ノ機構並業務運営ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20.10.20
(施)昭20.10.22

警察部勤労課

192 18 昭和17～21年組織・機構例規 勤労署ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭20.10.20
厚生次官、内務
次官

192 19 昭和17～21年組織・機構例規 電報譯文 昭和２０年度 (収)昭20.10. 7
厚生省勤労局企
画課

192 20 昭和17～21年組織・機構例規 職業指導所設置ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭20.10. 2
厚生省勤労局企
画課

192 21 昭和17～21年組織・機構例規 静岡縣庁処務細則中改正ニ関スル件 昭和２０年度 (起)昭20.10. 1
警察部国民動員
課

192 22 昭和17～21年組織・機構例規
国民勤労動員署機構改正ノ為ノ警視庁管制外三勅
令ニ関スル件

昭和２０年度
(起)昭20. 9.29
(施)昭20. 9.29

警察部国民動員
課

192 23 昭和17～21年組織・機構例規 電報譯文「勤労署の"署"は"所"にあらず」 昭和２０年度 (収)昭20. 9.28
（主管）民政労
働部職業安定課

192 24 昭和17～21年組織・機構例規 電報譯文 昭和２０年度 (収)昭20. 9.26 厚生省勤労局

192 25 昭和17～21年組織・機構例規 職業指導所設置ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 9.24
(施)昭20. 9.24

警察部国民動員
課

192 26 昭和17～21年組織・機構例規
伺（国民勤労動員署機構改正ノ為ノ警視庁管制外
三勅令ニ関スル件）

昭和２０年度
(起)昭20. 9.15
(施)昭20. 9.15

警察部国民動員
課

192 27 昭和17～21年組織・機構例規 職業指導所設置ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭20. 9.24
厚生省勤労局企
画課

192 28 昭和17～21年組織・機構例規 静岡縣庁処務細則中改正ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 9.17
(施)昭20. 9.24

警察部国民動員
課

192 29 昭和17～21年組織・機構例規 （表題なし） 昭和２０年度 (収)昭20. 9.15 厚生省勤労局
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192 30 昭和17～21年組織・機構例規 勤労署ノ名称、位置及管轄区域ノ改正ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 2.15 厚生省勤労局

192 31 昭和17～21年組織・機構例規
行政整理後ノ勤労署別職員定員並管轄区案及日傭
勤労署設置案ニ関スル件

昭和２０年度
(起)昭21. 2. 4
(施)昭21. 2. 4

教育民生部勤労
課

192 32 昭和17～21年組織・機構例規 電報譯文 昭和２０年度 (収)昭21. 2. 4 厚生省勤労局

192 33 昭和17～21年組織・機構例規 伺（日傭勤労署設置ニ関スル件） 昭和２０年度 (起)昭20.12.13 警察部勤労課

192 34 昭和17～21年組織・機構例規 勤労署分署設置ニ関スル件（勤労署分署規程） 昭和２０年度
(起)昭21. 2.27
(施)昭21. 3.22

教育民生部勤労
課

192 35 昭和17～21年組織・機構例規 日傭分署設置ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 3.12 厚生省勤労局

192 36 昭和17～21年組織・機構例規 勤労署分署設置ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭21. 2.26
(施)昭21. 3. 9

教育民生部勤労
課

192 37 昭和17～21年組織・機構例規 勤労署分署設置ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 2. 4 厚生省勤労局

192 38 昭和17～21年組織・機構例規 日傭勤労署設置ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 3. 5 厚生省勤労局

192 39 昭和17～21年組織・機構例規 日傭勤労署設置ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 2.26
厚生省勤労局企
画課

192 40 昭和17～21年組織・機構例規 日傭勤労署設置ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭21. 2.13
(決)昭21. 2.13
(施)昭21. 2.13

教育民生部勤労
課

192 41 昭和17～21年組織・機構例規 電報譯文（内務省電） 昭和２０年度 (収)昭21. 2.12 厚生省勤労局

192 42 昭和17～21年組織・機構例規 電報譯文 昭和２０年度 (収)昭21. 2. 7
厚生省勤労局企
画課

192 43 昭和17～21年組織・機構例規 電報案 昭和２０年度
(起)昭21. 2. 8
(施)昭21. 2. 8

教育民生部勤労
課

192 44 昭和17～21年組織・機構例規 船員職業紹介ニ関スル職権委譲復帰ニ関スル件 昭和２１年度
(起)昭21. 4.29
(施)昭21. 5.20

教育民生部勤労
課

193 1 昭和21～26年組織・機構例規
電報譯文（勤労署は４月８日より公共職業安定所
と新たむ）

昭和２２年度 (収)昭22. 4. 6 厚生省企画課

193 2 昭和21～26年組織・機構例規
電報譯文（日雇勤労署勤労署は「公共労働安定
所」、「公共労働安定所○○出張所」「公共職業
安定所○○労働出張所」と変更せられる）

昭和２２年度 (起)昭22. 4. 1 民生部勤労課

193 3 昭和21～26年組織・機構例規 復命書（全国勤労課長会議） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.25 民生部勤労課
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193 4 昭和21～26年組織・機構例規
電報譯文（３月20日於厚生省、全国職業行政主管
課長会議ノ開催連絡）

昭和２１年度 (収)昭22. 3. 8 民生部勤労課

193 5 昭和21～26年組織・機構例規 厚生省告示第46号 昭和２２年度 (収)昭22. 7.10
（所管）商工労
働部職業安定課

193 6 昭和21～26年組織・機構例規 職業行政機構の整備に関する件 昭和２２年度
(起)昭22. 4.10
(施)昭22. 4.14

民生部勤労課

193 7 昭和21～26年組織・機構例規 職業行政及び労働行政機構整備に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 4.10 民生部勤労課

193 8 昭和21～26年組織・機構例規
電報譯文（勤労署は４月８日より公共職業安定所
と改む）

昭和２２年度 (収)昭22. 4. 8 勤労局監理課

193 9 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業（労働）安定所の設置に伴ふ周知徹底方
に関する件

昭和２２年度
(起)昭22. 4. 9
(施)昭22. 4.10

民生部勤労課

193 10 昭和21～26年組織・機構例規 厚生省官制の一部改正等に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 4.24
厚生省職業安定
局

193 11 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業（労働）安定所位置管轄区域並びに定員
について

昭和２２年度 (施)昭22. 6. 4 民生部勤労課

193 12 昭和21～26年組織・機構例規 静岡縣内各公共職業安定所職員一覧表 昭和２２年度 民生部勤労課

193 13 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業（労働）安定所出張所の設置並びに廃止
に関する件

昭和２２年度 (収)昭22. 9.19
厚生省職業安定
局

193 14 昭和21～26年組織・機構例規
業務報告等に使用する都道府縣及び公共職業安定
所の番号について

昭和２３年度
(起)昭23. 6. 1
(施)昭23. 7.29

労働部

193 15 昭和21～26年組織・機構例規
地方庁職業安定行政主務課、公共職業安定所の組
織及び事務分掌について

昭和２２年度
(起)昭22. 6.21
(決)昭22. 6.22

労働部

193 16 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の廃置分合に関する件 昭和２２年度
(起)昭23. 3. 4
(施)昭23. 3.13

労働部

193 17 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の廃置分合に関する件 昭和２２年度 (収)昭23. 2.17
労働省職業安定
局庶務課

193 18 昭和21～26年組織・機構例規
電報訳文（安定所廃置分合案何日送ったか直ぐ
返）

昭和２２年度 (収)昭23. 3.10
労働省職業安定
局庶務課

193 19 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の整理統合について 昭和２３年度
(起)昭23. 6. 8
(施)昭23. 6. 9

労働部職業課

193 20 昭和21～26年組織・機構例規
電報訳文（５月22日庶発第258号ノ報告書遅滞ナ
ク報告セラレタイ）

昭和２３年度 (収)昭23. 6.15
労働省職業安定
局庶務課

193 21 昭和21～26年組織・機構例規 職業行政管轄区域の移管について 昭和２２年度 (収)昭23. 2.13
磐田公共職業安
定所
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193 22 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の整理統合について 昭和２３年度
(起)昭23.12. 3
(施)昭23.12. 8

労働部職業課

193 23 昭和21～26年組織・機構例規
電報譯文（公共職業安定所の廃置統合告示による
人事及び資金前渡官吏の発令時期を通知）

昭和２３年度 (収)昭23.11.29
労働省職業安定
局庶務課

193 24 昭和21～26年組織・機構例規
電報譯文（公共職業安定所ノ廃置統合ハ11月30日
官報号外労働省告示ヲ以テ告示サレル）

昭和２３年度 (収)昭23.12. 1
労働省職業安定
局庶務課

193 25 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の整理統合について 昭和２３年度 (収)昭23.11. 4
労働省職業安定
局

193 26 昭和21～26年組織・機構例規
電報譯文（安定所ノ整理統合ニツキ15日主務課長
ヲシテ書類持参上京セシム。猶予乞ウ）

昭和２３年度
(起)昭23.10. 7
(施)昭23.10. 7

労働部職業課

193 27 昭和21～26年組織・機構例規
電報譯文（整理統合について意見を求めたが回答
ないため意見なしと取り扱うがよろしいか。）

昭和２３年度 (収)昭23.10.15
労働省職業安定
局

193 28 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の整理統合について 昭和２３年度 (起)昭23.10. 4 労働部職業課

193 29 昭和21～26年組織・機構例規 出張所の管轄区域について 昭和２３年度 (収)昭23. 9.24
磐田公共職業安
定所

193 30 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の整理統合について 昭和２３年度 (起)昭23. 9.21 労働部職業課

193 31 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の整理統合について 昭和２３年度 (収)昭23. 9.15
労働省職業安定
局

193 32 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の級別再格付けについて 昭和２４年度 (収)昭24. 6.24
労働省職業安定
局

193 33 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の組織再編成について 昭和２４年度
(起)昭24.11.17
(決)昭24.11.25
(施)昭24.11.26

労働部職業課

193 34 昭和21～26年組織・機構例規
都道府縣職業安定主務課及び公共職業安定所の組
織再編成について

昭和２４年度 (収)昭24. 8.13
労働省職業安定
局

193 35 昭和21～26年組織・機構例規
都道府縣職業安定主務課及び公共職業安定所の組
織再編成通牒の正誤について

昭和２４年度 (収)昭24. 9.12
労働省職業安定
局

193 36 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業安定所の名称、位置、及び管轄区域の一
部改正について

昭和２４年度
(起)昭25. 1.26
(決)昭25. 1.29
(施)昭25. 2. 1

労働部職業課

193 37 昭和21～26年組織・機構例規 都道府縣職業安定主務課の事務分掌について 昭和２５年度 (収)昭25. 4. 7
労働省職業安定
局

193 38 昭和21～26年組織・機構例規
失業保険徴収課の廃止に伴う失業対策課及び職業
補導課の設置について

昭和２５年度 (収)昭25. 5. 1
労働省職業安定
局

193 39 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業安定所に於ける失業保険関係業務の分掌
について

昭和２５年度
(起)昭25. 6.28
(決)昭25. 6.29
(施)昭25. 6.30

労働部職業課
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193 40 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の級別再格付について 昭和２５年度
(起)昭25. 7.13
(決)昭25. 7.14
(施)昭25. 7.19

労働部職業課

193 41 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所出張所事務の簡素化について 昭和２５年度
(起)昭25. 6.30
(決)昭25. 7. 1
(施)昭25. 7. 3

労働部職業課

193 42 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業安定所における失業保険課の設置につい
て

昭和２５年度
(起)昭25. 7. 8
(決)昭25. 7.15
(施)昭25. 7.19

労働部職業課

193 43 昭和21～26年組織・機構例規
都道府縣職業安定主務課における補導係の設置に
ついて

昭和２５年度 (収)昭25.12.14
労働省職業安定
局

193 44 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業安定所における渉外労務課の設置につい
て

昭和２５年度 (収)昭25. 9.27
労働省職業安定
局

193 45 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業安定所の組織について（都道府縣職業安
定主務課及び公共職業安定所の組織について）

昭和２５年度
(起)昭25. 9.28
(決)昭25.10. 4
(施)昭25.10. 5

労働部職業課

193 46 昭和21～26年組織・機構例規
職業安定主務課及び公共職業安定所の組織につい
ての申請

昭和２５年度
(起)昭25. 9.26
(決)昭25. 9.26
(施)昭25. 9.26

労働部職業課

193 47 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の設置について 昭和２５年度
(起)昭26. 2.19
(決)昭26. 2.20
(施)昭26. 2.21

労働部職業課

193 48 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の分室に関する件 昭和２５年度
(起)昭26. 3.10
(決)昭26. 3.19
(施)昭26. 3.22

労働部職業課

193 49 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の分庁舎について 昭和２６年度
(起)昭26. 3.31
(決)昭26. 3.31
(施)昭26. 4. 3

労働部職業課

193 50 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業安定所の位置及び管轄区域の一部改正に
ついて

昭和２６年度
(起)昭26. 6.22
(決)昭26. 6.30
(施)昭26. 7. 3

労働部職業課

193 51 昭和21～26年組織・機構例規
監督者訓練業務の強化と監督者訓練課の設置につ
いて

昭和２６年度 (収)昭26. 6. 1
労働省職業安定
局

193 52 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所の組織について 昭和２６年度 (収)昭26. 6. 6
労働省職業安定
局

193 53 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所管轄区域の地名変更について 昭和２６年度
(起)昭26. 5.23
(決)昭26. 5.23
(施)昭26. 5.23

労働部職業課

193 54 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所管轄区域の地名変更等について 昭和２３年度 (収)昭24. 1. 7
労働省職業安定
局庶務課

193 55 昭和21～26年組織・機構例規
磐田公共職業安定所二俣分室の出張所昇格につい
て

昭和２６年度
(起)昭26. 7.28
(決)昭26. 8. 2
(施)昭26. 8. 2

労働部職業課

193 56 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所等の設置について 昭和２６年度 (収)昭26. 7.18
労働省職業安定
局

193 57 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の設置について 昭和２６年度 (収)昭26. 7. 4
労働省職業安定
局
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193 58 昭和21～26年組織・機構例規
電報訳文（磐田公共職業安定所二俣出張所を７月
１日付設置の手続済につき遺憾のないよう処置さ
れたい）

昭和２６年度 (収)昭26. 6.30
労働省職業安定
局庶務課

193 59 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の設置方について申請 昭和２５年度
(起)昭25. 6. 9
(決)昭25. 6. 9

労働部職業課

193 60 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所分庁舎の運営管理について 昭和２６年度
(起)昭26. 8. 1
(施)昭26. 8.20

労働部職業課

193 61 昭和21～26年組織・機構例規
公共職業安定所の分室その他これに類する分庁舎
の設置について

昭和２５年度 (収)昭26. 2.10
労働省職業安定
局

193 62 昭和21～26年組織・機構例規 労働課分室の設置について 昭和２６年度 (収)昭26.12.12
浜松公共職業安
定所

193 63 昭和21～26年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の組織について 昭和２６年度 (収)昭27. 1. 7
労働省職業安定
局

194 1 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所の組織の一部変更について 昭和２７年度
(起)昭27. 6. 3
(決)昭27. 6. 5
(施)昭27. 6. 6

労働部職業安定
課

194 2 昭和27～30年組織・機構例規 職第397号通達ノ誤植訂正ニツイテ 昭和２７年度
(起)昭27. 4.19
(決)昭27. 4.21
(施)昭27. 4.22

労働部職業安定
課

194 3 昭和27～30年組織・機構例規
都道府縣職業安定関係課及び公共職業安定所の組
織について

昭和２７年度
(起)昭27. 4.15
(決)昭27. 4.17

労働部職業安定
課

194 4 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の昇格並びに降格について 昭和２７年度
(起)昭27. 9. 1
(決)昭27. 9. 3
(施)昭27. 9. 4

労働部職業安定
課

194 5 昭和27～30年組織・機構例規
島田公共職業安定所焼津分庁舎の出張所昇格及び
磐田公共職業安定所森出張所の分庁舎降格につい
て

昭和２７年度 (収)昭27. 8.30
労働省職業安定
局

194 6 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の昇格並びに降格について 昭和２７年度
(起)昭27. 8. 7
(決)昭27. 8. 7
(施)昭27. 8. 8

労働部職業安定
課

194 7 昭和27～30年組織・機構例規
電報訳文（焼津分室の出張所昇格、森出張所の分
室降格は８月１日付実施する。詳細はおって通知
する）

昭和２７年度 (収)昭27. 8. 2
労働省職業安定
局庶務課

194 8 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の設置方申請について 昭和２７年度
(起)昭27. 5.21
(決)昭27. 5.24
(施)昭27. 5.27

労働部職業安定
課

194 9 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の設置方申請について 昭和２６年度
(起)昭27. 1.28
(決)昭27. 1.29
(施)昭27. 1.30

労働部職業安定
課

194 10 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所の組織について 昭和２７年度
(起)昭27.11. 5
(決)昭27.11. 6
(施)昭27.11. 6

労働部職業安定
課

194 11 昭和27～30年組織・機構例規
伺い（沼津公共職業安定所御殿場分室の出張所昇
格進達）

昭和２７年度
(起)昭28. 1. 6
(決)昭28. 1. 6
(施)昭28. 1. 9

労働部職業安定
課
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194 12 昭和27～30年組織・機構例規 次長の設置について 昭和２８年度
(起)昭28. 4.14
(決)昭28. 4.15
(施)昭28. 4.16

労働部職業安定
課

194 13 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所に次長設置についての稟議 昭和２８年度
(起)昭28. 4. 3
(決)昭28. 4. 3
(施)昭28. 4. 4

労働部職業安定
課

194 14 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所分室の廃止について 昭和２８年度
(起)昭28. 7. 1
(決)昭28. 7. 2
(施)昭28. 7. 3

労働部職業安定
課

194 15 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所分室の廃止について 昭和２８年度
(起)昭28. 4.28
(決)昭28. 4.30
(施)昭28. 5. 1

労働部職業安定
課

194 16 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所分室の廃止について 昭和２８年度
(起)昭28. 4.21
(決)昭28. 4.21
(施)昭28. 4.21

労働部職業安定
課

194 17 昭和27～30年組織・機構例規 内輪案（分室廃止に関する意見の提出について） 昭和２７年度
(起)昭28. 2.10
(決)昭28. 2.10
(施)昭28. 2.11

労働部職業安定
課

194 18 昭和27～30年組織・機構例規 失業保険課設置について 昭和２８年度 (施)昭28.11.17
労働部職業安定
課

194 19 昭和27～30年組織・機構例規 失業保険業務機構の整備に伴う疑義について 昭和２８年度 (起)昭28.11.12
労働部職業安定
課

194 20 昭和27～30年組織・機構例規 失業保険課の設置について 昭和２８年度
(起)昭28. 8. 7
(決)昭28. 8. 8
(施)昭28. 8.10

労働部職業安定
課

194 21 昭和27～30年組織・機構例規
静岡公共職業安定所における失業保険課の設置に
ついて（申請）

昭和２８年度
(起)昭28. 7.20
(決)昭28. 7.20
(施)昭28. 7.22

労働部職業安定
課

194 22 昭和27～30年組織・機構例規 第６次規格指数の算出基礎について 昭和２９年度 (収)昭29. 5.28
労働省職業安定
局庶務課

194 23 昭和27～30年組織・機構例規
地方庁における政府職員等の失業者退職手当の支
給に関する認定給付事務の所掌替えについて

昭和２９年度 (施)昭29. 6. 9
労働部職業安定
課

194 24 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所の組織について 昭和２９年度
(起)昭29. 7. 7
(決)昭29. 7. 8
(施)昭29. 7.10

労働部職業安定
課

194 25 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所及び同出張所の組織級別について 昭和２９年度
(起)昭29. 5.18
(決)昭29. 5.19
(施)昭29. 5.19

労働部職業安定
課

194 26 昭和27～30年組織・機構例規 庁舎の移転について 昭和２９年度
(起)昭29. 8.12
(決)昭29. 8.17

労働部職業安定
課

194 27 昭和27～30年組織・機構例規
公共職業安定所の位置、名称及び管轄区域の一部
変更について

昭和２９年度
(起)昭29. 5.19
(決)昭29. 5.20
(施)昭29. 5.22

労働部職業安定
課

194 28 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所管轄区域の地名変更等について 昭和２９年度
(起)昭29. 4.24
(決)昭29. 4.26
(施)昭29. 4.27

労働部職業安定
課

194 29 昭和27～30年組織・機構例規 職業安定法施行規則等の一部改正について 昭和２９年度
(起)昭29.10.30
(決)昭29.11. 1
(施)昭29.11. 2

労働部職業安定
課
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194 30 昭和27～30年組織・機構例規 労働課の設置について 昭和２９年度
(起)昭30. 2.14
(決)昭30. 2.15
(施)昭30. 2.15

労働部職業安定
課

194 31 昭和27～30年組織・機構例規 静岡公共職業安定所労働課設置承認申請について 昭和２９年度
(起)昭30. 1.  
(決)昭30. 1.18
(施)昭30. 1.20

労働部職業安定
課

194 32 昭和27～30年組織・機構例規
市町村の廃置分合等に伴う職業安定法施行規則の
改正について

昭和２９年度
(起)昭30. 2.14
(決)昭30. 2.15

労働部職業安定
課

194 33 昭和27～30年組織・機構例規
市町村の廃置分合等に伴う職業安定法施行規則の
改正について

昭和２９年度
(起)昭30. 2.11
(決)昭30. 2.14
(施)昭30. 2.24

労働部職業安定
課

194 34 昭和27～30年組織・機構例規
市町村の廃置分合等に伴う職業安定法施行規則の
改正について

昭和２９年度
(起)昭30. 1.31
(決)昭30. 2. 3
(施)昭30. 2. 4

労働部職業安定
課

194 35 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所の出張所の名称変更について 昭和３０年度
(起)昭30. 4.22
(決)昭30. 4.23
(施)昭30. 4.23

労働部職業安定
課

194 36 昭和27～30年組織・機構例規
公共職業安定所出張所の位置名及び名称の変更に
ついて

昭和３０年度
(起)昭30. 4. 5
(決)昭30. 4. 5
(施)昭30. 4. 5

労働部職業安定
課

194 37 昭和27～30年組織・機構例規
公共職業安定所出張所の位置名及び名称の変更に
ついて

昭和２９年度
(起)昭30. 3.23
(決)昭30. 3.25
(施)昭30. 3.25

労働部職業安定
課

194 38 昭和27～30年組織・機構例規
公共職業安定所出張所の位置、名称及び管轄区域
の一部変更について

昭和３０年度
(起)昭30. 5. 4
(決)昭30. 5.10
(施)昭30. 5.10

労働部職業安定
課

194 39 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の昇格並廃止について 昭和２９年度
(起)昭30. 2.28
(決)昭30. 2.28
(施)昭30. 2.28

労働部職業安定
課

194 40 昭和27～30年組織・機構例規
公共職業安定所の位置、名称及び管轄区域の一部
変更について

昭和３０年度
(起)昭30. 5. 2
(決)昭30. 5. 4
(施)昭30. 5. 6

労働部職業安定
課

194 41 昭和27～30年組織・機構例規
公共職業安定所の位置、名称及び管轄区域の一部
変更について

昭和３０年度
(起)昭30. 4.28
(決)昭30. 4.30
(施)昭30. 4.30

労働部職業安定
課

194 42 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所の管轄区域の一部変更について 昭和３０年度
(起)昭30. 4.14
(決)昭30. 4.15
(施)昭30. 4.15

労働部職業安定
課

194 43 昭和27～30年組織・機構例規
本所並びに焼津出張所業務担当区域の変更につい
て

昭和３０年度 (収)昭30. 5. 6
島田公共職業安
定所

194 44 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の事務担当区域について 昭和３０年度 (収)昭30. 4. 4
三島公共職業安
定所

194 45 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の事務担当区域について 昭和３０年度 (収)昭30. 4. 5
島田公共職業安
定所

194 46 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の事務担当区域について 昭和３０年度 (収)昭30. 4. 4
磐田公共職業安
定所

194 47 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の事務担当区域について 昭和３０年度 (収)昭30. 4. 2
浜松公共職業安
定所
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194 48 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の事務担当区域について 昭和２９年度
(起)昭30. 3.30
(決)昭30. 3.30
(施)昭30. 3.31

労働部職業安定
課

194 49 昭和27～30年組織・機構例規 市町村の廃置分合について 昭和３０年度 (収)昭30. 4.25
島田公共職業安
定所

194 50 昭和27～30年組織・機構例規 熱海分室の設置について 昭和３０年度
(起)昭30. 8.10
(決)昭30. 8.11
(施)昭30. 8.11

労働部職業安定
課

194 51 昭和27～30年組織・機構例規 熱海分室の設置について 昭和３０年度
(起)昭30. 7.21
(決)昭30. 7.22
(施)昭30. 7.22

労働部職業安定
課

194 52 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所分庁舎の設置について 昭和３０年度
(起)昭30. 7.12
(決)昭30. 7.12
(施)昭30. 7.12

労働部職業安定
課

194 53 昭和27～30年組織・機構例規
三島公共職業安定所分伊東出張所熱海職業相談所
の強化拡充要望について

昭和２９年度
(起)昭30. 3.22
(決)昭30. 3.25
(施)昭30. 3.28

労働部職業安定
課

194 54 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所分庁舎の設置について 昭和２９年度
(起)昭30. 2.28
(決)昭30. 2.28
(施)昭30. 2.28

労働部職業安定
課

194 55 昭和27～30年組織・機構例規 職業安定法施行規則の一部改正について 昭和３０年度
(起)昭30. 9.12
(決)昭30. 9.14
(施)昭30. 9.15

労働部職業安定
課

194 56 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所及び同出張所の組織級別について 昭和３０年度
(起)昭30.10.31
(決)昭30.11. 4
(施)昭30.11. 5

労働部職業安定
課

194 57 昭和27～30年組織・機構例規
業務報告に使用する公共職業安定所及び公共職業
補導所の番号について

昭和３０年度
(起)昭30.12. 2
(決)昭30.12. 6
(施)昭30.12. 6

労働部職業安定
課

194 58 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所失業保険課係制の設置について 昭和３０年度
(起)昭31. 1.26
(決)昭31. 1.26
(施)昭31. 1.27

労働部職業安定
課

194 59 昭和27～30年組織・機構例規
都道府県職業安定主務課及び公共職業安定所等の
組織基準について

昭和３０年度
(起)昭31. 1. 6
(決)昭31. 1. 9
(施)昭31. 1.10

労働部職業安定
課

194 60 昭和27～30年組織・機構例規
都道府県職業安定主務課及び公共職業安定所等の
組織基準について

昭和３０年度
(起)昭30.12. 2
(決)昭30.12. 5
(施)昭30.12. 6

労働部職業安定
課

194 61 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所及び同出張所の組織基準について 昭和３０年度
(起)昭30. 9.23
(決)昭30. 9.23
(施)昭30. 9.26

労働部職業安定
課

194 62 昭和27～30年組織・機構例規
都道府縣職業安定課及び公共職業安定所等の組織
基準について

昭和３０年度
(起)昭30. 9. 6
(決)昭30. 9. 6
(施)昭30. 9. 7

労働部職業安定
課

194 63 昭和27～30年組織・機構例規 公共職業安定所失業保険係の設置について 昭和３０年度
(起)昭31. 1. 6
(決)昭31. 1. 7
(施)昭31. 1.10

労働部職業安定
課

194 64 昭和27～30年組織・機構例規
労働省設置法等の一部を改正する法律の施行につ
いて

昭和３０年度
(起)昭30. 8.11
(決)昭30. 8.15
(施)昭30. 8.18

労働部職業安定
課

195 1 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所内部組織の変更について 昭和３１年度
(起)昭31. 5.30
(決)昭31. 5.31
(施)昭31. 6. 1

労働部職業安定
課
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195 2 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所内部組織の変更について 昭和３１年度
(起)昭31. 5.12
(決)昭31. 5.14
(施)昭31. 6.15

労働部職業安定
課

195 3 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所内部組織の変更について 昭和３１年度
(起)昭31. 4.25
(決)昭31. 4.30
(施)昭31. 4.30

労働部職業安定
課

195 4 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所の所在番地等の調査について 昭和３１年度 (施)昭31. 6.14
労働部職業安定
課

195 5 昭和31～35年組織・機構例規 伊東出張所の庁舎移転について 昭和３１年度 (収)昭31. 6.19
三島公共職業安
定所

195 6 昭和31～35年組織・機構例規 詰所等の設置及び業務取扱状況調査について 昭和３１年度
(起)昭31. 7.18
(決)昭31. 7.19
(施)昭31. 7.19

労働部職業安定
課

195 7 昭和31～35年組織・機構例規 部名改称について 昭和３１年度
(起)昭31. 8. 7
(決)昭31. 8. 7
(施)昭31. 8. 9

労働部職業安定
課

195 8 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所及び同出張所の組織基準について 昭和３１年度
(起)昭31. 8. 9
(決)昭31. 8.15
(施)昭31. 8.17

労働部職業安定
課

195 9 昭和31～35年組織・機構例規 都道府県職業安定主務課の組織基準について 昭和３０年度
(起)昭30. 8.29
(決)昭30. 8.30
(施)昭30. 8.31

労働部職業安定
課

195 10 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所及び同出張所の組織基準について 昭和３０年度
(起)昭30. 8.20
(決)昭30. 8.22
(施)昭30. 8.22

労働部職業安定
課

195 11 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所及び同出張所の組織基準について 昭和２９年度
(起)昭29.12. 6
(決)昭29.12.10
(施)昭29.12.16

労働部職業安定
課

195 12 昭和31～35年組織・機構例規 職業安定法施行規則の一部改正について 昭和３１年度
(起)昭31.11.  
(決)昭31.11.13
(施)昭31.11.13

民生労働部職業
安定課

195 13 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所管轄区域の一部変更について 昭和３１年度
(起)昭31.10.30
(決)昭31.10.31
(施)昭31.10.31

民生労働部職業
安定課

195 14 昭和31～35年組織・機構例規 町村合併による職業安定行政区域変更について 昭和３２年度 (収)昭32. 4. 8
三島公共職業安
定所

195 15 昭和31～35年組織・機構例規
駿東郡長泉村及清水村を沼津公共職業安定所の行
政区域から三島公共職業安定所の行政区域に編入
せしめんとする管轄区域の変更について

昭和３２年度 (収)昭32. 4. 8
沼津公共職業安
定所

195 16 昭和31～35年組織・機構例規 職業安定行政管轄区域変更申請について 昭和３１年度 (収)昭32. 3.22
三島公共職業安
定所

195 17 昭和31～35年組織・機構例規 職業安定行政管轄区域変更申請について 昭和３１年度 (収)昭32. 3. 2
三島公共職業安
定所

195 18 昭和31～35年組織・機構例規 職業安定行政管轄区域変更申請について 昭和３１年度 (収)昭31.12. 5
三島公共職業安
定所

195 19 昭和31～35年組織・機構例規
富士川町立第二中学校生徒の職業紹介業務取扱い
の所管変更について

昭和３２年度
(起)昭32. 5. 7
(決)昭32. 5. 9
(施)昭32. 5. 9

民生労働部職業
安定課
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195 20 昭和31～35年組織・機構例規
各都道府県職業安定主務課、公共職業安定所及び
同出張所の組織改正について

昭和３２年度 (収)昭32. 6. 1
労働省職業安定
局庶務課

195 21 昭和31～35年組織・機構例規
各都道府県職業安定主務課、公共職業安定所及び
同出張所の組織改正について

昭和３２年度 (収)昭32. 5.11
労働省職業安定
局庶務課

195 22 昭和31～35年組織・機構例規
静岡公共職業安定所における失業保険課の設置に
ついて

昭和３１年度
(起)昭32. 3.30
(決)昭32. 3.30
(施)昭32. 3.30

民生労働部職業
安定課

195 23 昭和31～35年組織・機構例規
静岡公共職業安定所における失業保険課の設置に
ついて（申請）

昭和３１年度
(起)昭32. 3.15
(決)昭32. 3.18
(施)昭32. 3.18

民生労働部職業
安定課

195 24 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所内部組織の変更について 昭和３１年度
(起)昭31. 7.30
(決)昭31. 7.30
(施)昭31. 7.30

民生労働部職業
安定課

195 25 昭和31～35年組織・機構例規 職業安定法施行規則の一部改正について 昭和３２年度
(起)昭32. 7.12
(決)昭32. 7.19
(施)昭32. 7.19

民生労働部職業
安定課

195 26 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所の管轄区域の一部変更について 昭和３２年度
(起)昭32. 5. 9
(決)昭32. 5.11
(施)昭32. 5.11

民生労働部職業
安定課

195 27 昭和31～35年組織・機構例規
都道府県職業安定課及び公共職業安定所等の組織
基準について

昭和３２年度
(起)昭32.12.14
(決)昭32.12.16
(施)昭32.12.17

民生労働部職業
安定課

195 28 昭和31～35年組織・機構例規
陳情書（磐田公共職業安定所二俣出張所を二俣公
共職業安定所に昇格の措置と一部管轄区域の変
更）

昭和３３年度 (収)昭33. 5.  
磐田郡二俣村ほ
か

195 29 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の名称変更等について 昭和３３年度
(起)昭34. 1. 9
(決)昭34. 1.13
(施)昭34. 1.13

民生労働部職業
安定課

195 30 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の名称変更について 昭和３３年度
(起)昭33.12.26
(決)昭33.12.26
(施)昭33.12.26

民生労働部職業
安定課

195 31 昭和31～35年組織・機構例規
電話聴取事項（磐田公共職業安定所二俣出張所の
天竜出張所への名称変更に決定）

昭和３３年度 (収)昭33.12.23
民生労働部職業
安定課

195 32 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所の管轄区域等の一部変更について 昭和３３年度
(起)昭33.11. 5
(決)昭33.11. 8
(施)昭33.11.10

民生労働部職業
安定課

195 33 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所の設置（昇格）について 昭和３４年度
(起)昭34. 9. 2
(決)昭34. 9. 8
(施)昭34. 9. 8

民生労働部職業
安定課

195 34 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の昇格について 昭和３１年度
(起)昭31. 8.25
(決)昭31. 8.28
(施)昭31. 8.31

民生労働部職業
安定課

195 35 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の昇格並に廃止について 昭和３０年度
(起)昭30. 9. 6
(決)昭30. 9. 6
(施)昭30. 9. 7

労働部職業安定
課

195 36 昭和31～35年組織・機構例規 公共職業安定所出張所の昇格並に廃止について 昭和２９年度
(起)昭29. 7.12
(決)昭29. 7.12
(施)昭29. 7.13

労働部職業安定
課

195 37 昭和31～35年組織・機構例規 島田公共職業安定所焼津出張所の昇格に関する件 昭和２９年度
(起)昭29. 4.19
(決)昭29. 4.21
(施)昭29. 4.23

労働部職業安定
課
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195 38 昭和31～35年組織・機構例規 職業紹介官制度について 昭和３４年度 (施)昭34.11. 4
民生労働部職業
安定課

195 39 昭和31～35年組織・機構例規 労働公共職業安定所の設置について 昭和３５年度
(起)昭35. 6.20
(決)昭35. 6.  
(施)昭35. 7.18

民生労働部職業
安定課

196 1 昭和36～39年組織・機構例規
職業安定課および公共職業安定所の内部組織の変
更について

昭和３９年度
(起)昭39. 5. 8
(決)昭39. 5. 9
(施)昭39. 5.11

民生労働部職業
安定課

196 2 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所次長の設置について 昭和３９年度
(起)昭39. 4. 7
(決)昭39. 4.13
(施)昭39. 4.13

民生労働部職業
安定課

196 3 昭和36～39年組織・機構例規
職業安定課ならびに公共職業安定所の内部組織の
変更について（申請）

昭和３８年度
(起)昭39. 3. 3
(決)昭39. 3. 6
(施)昭39. 3. 7

民生労働部職業
安定課

196 4 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所失業保険課、係の設置について 昭和３６年度
(起)昭36. 5.25
(決)昭36. 5.27
(施)昭36. 5.29

民生労働部職業
安定課

196 5 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所失業保険課・係制の新設について 昭和３５年度
(起)昭36. 1.16
(決)昭36. 1.16
(施)昭36. 1.16

民生労働部職業
安定課

196 6 昭和36～39年組織・機構例規
伺い（浜松公共職業安定所職業課の簡易職業紹介
係を廃止し職業援護係を新設）

昭和３６年度 (起)昭37. 3.29
民生労働部職業
安定課

196 7 昭和36～39年組織・機構例規
公共職業安定所における職業指導関係組織の整備
等について

昭和３６年度
(起)昭36. 6. 9
(決)昭36. 6.15
(施)昭36. 6.21

民生労働部職業
安定課

196 8 昭和36～39年組織・機構例規
公共職業安定所失業保険課２係制の設置申請につ
いての結果の通知について

昭和３７年度
(起)昭37.12. 8
(決)昭37.12.13
(施)昭37.12.13

民生労働部職業
安定課

196 9 昭和36～39年組織・機構例規
公共職業安定所失業保険課における２係制の設置
について

昭和３７年度
(起)昭37.10.16
(決)昭37.10.20
(施)昭37.10.22

民生労働部職業
安定課

196 10 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所内部組織の変更について 昭和３７年度
(起)昭38. 2. 5
(決)昭38. 2. 7
(施)昭38. 2. 7

民生労働部職業
安定課

196 11 昭和36～39年組織・機構例規
炭鉱離職者臨時措置法第15条第１項ニ規定スル就
職促進指導官ニ関スル規定ニツイテ

昭和３８年度 (施)昭38. 5.11
民生労働部職業
安定課

196 12 昭和36～39年組織・機構例規 就職促進指導官について 昭和３８年度 (施)昭38.10.15
民生労働部職業
安定課

196 13 昭和36～39年組織・機構例規 行政組織規則の改正申請について 昭和３９年度
(起)昭39. 8.22
(決)昭39. 8.22
(施)昭39. 8.22

民生労働部職業
安定課

196 14 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所内部組織の改正について 昭和３９年度
(起)昭39. 6.19
(決)昭39. 6.23
(施)昭39. 6.23

民生労働部職業
安定課

196 15 昭和36～39年組織・機構例規
公共職業安定所内部組織改正参考資料の送付につ
いて

昭和３９年度
(起)昭39.12. 3
(決)昭39.12. 5
(施)昭39.12. 5

民生労働部職業
安定課

196 16 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所内部組織の改正について 昭和３９年度
(起)昭39.11.24
(決)昭39.11.28
(施)昭39.11.28

民生労働部職業
安定課
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196 17 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所内部組織の変更について 昭和３９年度
(起)昭39. 5.19
(決)昭39. 5.21
(施)昭39. 5.21

民生労働部職業
安定課

196 18 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所所在地名の変更について 昭和３７年度
(起)昭38. 2.11
(決)昭38. 2.13

民生労働部職業
安定課

196 19 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所管轄区域の地名変更について 昭和３８年度
(起)昭38. 7.10
(決)昭38. 7.13
(施)昭38. 7.13

民生労働部職業
安定課

196 20 昭和36～39年組織・機構例規 職業安定法施行規則の一部改正について 昭和３９年度
(起)昭39. 4.15
(決)昭39. 4.22
(施)昭39. 4.22

民生労働部職業
安定課

196 21 昭和36～39年組織・機構例規
静岡公共職業安定所労働分室新築工事並に業務概
要

昭和３６年度 (施)昭36. 9.21
静岡公共職業安
定所

196 22 昭和36～39年組織・機構例規 公共職業安定所管轄区域図作成依頼について 昭和３７年度
(起)昭37. 9.24
(決)昭37. 9.24
(施)昭37. 9.25

民生労働部職業
安定課

197 1
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（静岡縣立農機具補導所指導員の免職） 昭和２２年度 (施)昭22. 4.30 民生部勤労課

197 2
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（静岡縣立電気溶接補導所講師の嘱託） 昭和２２年度 (施)昭22. 4. 1 民生部勤労課

197 3
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（伊東勤労署長の発令） 昭和２２年度 民生部勤労課

197 4
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（浜松日雇勤労署雇の発令） 昭和２１年度 (施)昭22. 3.26 民生部勤労課

197 5
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用の件につき内申 昭和２１年度 (施)昭22. 3.22 民生部勤労課

197 6
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（清水勤労署雇の発令） 昭和２２年度 (施)昭22.  .  民生部勤労課

197 7
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用内申の件（清水勤労署の職員採用） 昭和２１年度 (収)昭21.12. 5 清水勤労署

197 8
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（下田勤労署雇の発令） 昭和２２年度 (施)昭22.  .  民生部勤労課

197 9
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用方内申の件（下田勤労署の職員採用） 昭和２１年度 (収)昭22. 2.12 下田勤労署

197 10
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（島田勤労署雇の発令） 昭和２２年度 (施)昭22.  .  民生部勤労課

197 11
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（伊東勤労署勤務の発令） 昭和２２年度 (施)昭22.  .  民生部勤労課

197 12
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員任用方の件内申（伊東勤労署の職員採用） 昭和２１年度 (収)昭22. 2.13 伊東勤労署
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197 13
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（静岡縣立美術漆器補導所講師の嘱託） 昭和２１年度 (施)昭22. 3. 1 民生部勤労課

197 14
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（静岡縣立浜松機械工養成所の嘱託） 昭和２２年度 (施)昭22. 6.24 民生部勤労課

197 15
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書（静岡縣立農機具補導所講師の嘱託） 昭和２２年度 (施)昭22. 6.24 民生部勤労課

197 16
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託発令について 昭和２２年度 (収)昭22. 7. 3 民生部勤労課

197 17
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の嘱託発令について 昭和２２年度
（所管）商工労
働部職業安定課

197 18
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託委解嘱について 昭和２２年度 (収)昭22. 6.25
厚生省職業安定
局庶務課

197 19
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 8.15
浜松公共労働安
定所

197 20
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解嘱について 昭和２２年度
(起)昭22. 7.12
(決)昭22. 7.16
(施)昭22. 7.17

民生部勤労課

197 21
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

公共職業（労働）安定所嘱託の命免発令に関する
件

昭和２２年度 (収)昭22. 7. 3
厚生省職業安定
局庶務課

197 22
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

内申書送付について 昭和２２年度 (収)昭22. 6.17 民生部勤労課

197 23
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 6.13
吉原公共職業安
定所

197 24
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託の解嘱について報告 昭和２２年度 (収)昭22. 7.31
富士宮公共職業
安定所

197 25
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について報告 昭和２２年度 (収)昭22. 7.31
富士宮公共職業
安定所

197 26
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.30 民生部勤労課

197 27
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.30 民生部勤労課

197 28
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職に関する件伺 昭和２２年度 (収)昭22. 7.25
富士宮公共職業
安定所

197 29
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 7.24
吉原公共職業安
定所

197 30
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員（給仕）の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 7.22
吉原公共職業安
定所
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197 31
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.17 民生部勤労課

197 32
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員（給仕）の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 7.11
吉原公共職業安
定所

197 33
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解職に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 7.22
島田公共職業安
定所

197 34
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 7.29
浜松公共職業安
定所

197 35
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.16 民生部勤労課

197 36
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員新規採用の件 昭和２２年度 (収)昭22. 7.12
浜松公共職業安
定所

197 37
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 7.21
遠州川崎公共職
業安定所

197 38
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.16 民生部勤労課

197 39
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員退職承認願について 昭和２２年度 (収)昭22. 6.23
遠州川崎公共職
業安定所

197 40
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.16 民生部勤労課

197 41
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 7.11
遠州川崎公共職
業安定所

197 42
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 7.22
浜松公共職業安
定所

197 43
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について報告 昭和２２年度 (収)昭22. 7.25
富士宮公共職業
安定所

197 44
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 8. 4
島田公共職業安
定所

197 45
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の解職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.16 民生部勤労課

197 46
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 7. 1
島田公共職業安
定所

197 47
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

所員退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.22
静岡公共職業安
定所

197 48
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.23 民生部勤労課
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197 49
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

所員退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 8. 8
静岡公共労働安
定所

197 50
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.13
磐田公共職業安
定所

197 51
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.31 民生部勤労課

197 52
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

退職願提出について 昭和２２年度 (収)昭22. 7.23
磐田公共職業安
定所

197 53
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人履歴書提出の件 昭和２２年度 (収)昭22. 8.26
三島公共職業安
定所

197 54
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.31 民生部勤労課

197 55
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人採用に関する件伺 昭和２２年度 (収)昭22. 7.23
三島公共職業安
定所

197 56
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.20
下田公共職業安
定所

197 57
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.16 民生部勤労課

197 58
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人退職願内申の件 昭和２２年度 (収)昭22. 8.12
下田公共職業安
定所

197 59
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇の採用について報告 昭和２２年度 (収)昭22. 7.31
富士宮公共職業
安定所

197 60
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.26 民生部勤労課

197 61
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇採用について内申 昭和２２年度 (収)昭22. 7.25
富士宮公共職業
安定所

197 62
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.21
下田公共職業安
定所

197 63
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.16 民生部勤労課

197 64
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用方内申の件 昭和２２年度 (収)昭22. 8.12
下田公共職業安
定所

197 65
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.26
静岡公共職業安
定所

197 66
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.26
静岡公共職業安
定所
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197 67
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.20 民生部勤労課

197 68
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人採用につき承認方内申 昭和２２年度 (収)昭22. 7.22
静岡公共労働安
定所

197 69
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.26
静岡公共労働安
定所

197 70
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.10 民生部勤労課

197 71
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用につき承認方内申 昭和２２年度 (収)昭22. 8. 5
静岡公共労働安
定所

197 72
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 8.31
浜松公共労働安
定所

197 73
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.15 民生部勤労課

197 74
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員新規採用の件 昭和２２年度 (収)昭22. 8. 1
浜松公共労働安
定所

197 75
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.31 民生部勤労課

197 76
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職に関する件伺 昭和２２年度 (収)昭22. 7.10
三島公共職業安
定所

197 77
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 7.22
沼津公共労働安
定所

197 78
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.16 民生部勤労課

197 79
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用に関する件内申 昭和２２年度 (収)昭22. 6.30
沼津公共労働安
定所

197 80
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 5
吉原公共職業安
定所

197 81
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.25 民生部勤労課

197 82
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.20
吉原公共職業安
定所

197 83
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人解用報告書 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 4
浜松公共労働安
定所

197 84
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 9. 3 民生部勤労課
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197 85
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人の解用について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.31
浜松公共労働安
定所

197 86
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 4
静岡公共労働安
定所

197 87
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 9. 3 民生部勤労課

197 88
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用につき承認方内申 昭和２２年度 (収)昭22. 8.28
静岡公共労働安
定所

197 89
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 4
静岡公共労働安
定所

197 90
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.31 民生部勤労課

197 91
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

所員退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.28
静岡公共労働安
定所

197 92
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 8. 1
浜松公共職業安
定所

197 93
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.16 民生部勤労課

197 94
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 7.12
浜松公共職業安
定所

197 95
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.25
静岡公共労働安
定所

197 96
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 9. 8 民生部勤労課

197 97
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

所員退職に就いて 昭和２２年度 (収)昭22. 8.17
静岡公共労働安
定所

197 98
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職の件報告 昭和２２年度 (収)昭22. 9.10
沼津公共労働安
定所

197 99
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.16 民生部勤労課

197 100
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 8.14
沼津公共労働安
定所

197 101
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員執務に関する件報告 昭和２２年度 (収)昭22. 9.10
沼津公共労働安
定所

197 102
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 9. 3 民生部勤労課
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197 103
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 8.14
沼津公共労働安
定所

197 104
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 9.13
浜松公共職業安
定所

197 105
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.11 民生部勤労課

197 106
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.25
浜松公共職業安
定所

197 107
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 5
静岡公共労働安
定所

197 108
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.16 民生部勤労課

197 109
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.11
静岡公共労働安
定所

197 110
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 8. 1
浜松公共労働安
定所

197 111
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.17 民生部勤労課

197 112
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員新規採用の件 昭和２２年度 (収)昭22. 7. 5
浜松公共労働安
定所

197 113
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 8. 1
浜松公共労働安
定所

197 114
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.15
吉原公共職業安
定所

197 115
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.11 民生部勤労課

197 116
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 5
吉原公共職業安
定所

197 117
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.20
静岡公共職業安
定所

197 118
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.19 民生部勤労課

197 119
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について承認方内申 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 5
静岡公共職業安
定所

197 120
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の任用に関する内申に付いて 昭和２２年度 (収)昭22. 9.20
吉原公共職業安
定所
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197 121
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.19 民生部勤労課

197 122
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員任用に関する内申について 昭和２２年度 (収)昭22. 6.30
吉原公共職業安
定所

197 123
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.20
吉原公共職業安
定所

197 124
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.19 民生部勤労課

197 125
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 8.21
吉原公共職業安
定所

197 126
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22. 9.29
浜松公共労働安
定所

197 127
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.16 民生部勤労課

197 128
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員新規採用の件 昭和２２年度 (収)昭22. 8.30
浜松公共労働安
定所

197 129
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22.10. 8
磐田公共職業安
定所森出張所

197 130
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.16 民生部勤労課

197 131
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職願出の件稟伺い 昭和２２年度 (収)昭22. 8.30
磐田公共職業安
定所森出張所

197 132
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.29
磐田公共職業安
定所

197 133
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.19 民生部勤労課

197 134
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職願について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.15
磐田公共職業安
定所

197 135
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

労働基準監督署転出希望者について 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 3
磐田公共職業安
定所

197 136
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 9
静岡公共労働安
定所

197 137
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10. 8 民生部勤労課

197 138
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用について内申 昭和２２年度 (収)昭22. 9. 3
静岡公共労働安
定所
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197 139
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10. 8 民生部勤労課

197 140
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用につき内申 昭和２２年度 (収)昭22. 9.19
静岡公共労働安
定所

197 141
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22.10.11
浜松公共職業安
定所

197 142
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22.10. 6 民生部勤労課

197 143
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.25
浜松公共職業安
定所

197 144
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員執務に関する件報告 昭和２２年度 (収)昭22.10. 7
沼津公共労働安
定所

197 145
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10. 2 民生部勤労課

197 146
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用に関する件 昭和２２年度 (収)昭22. 9.28
沼津公共労働安
定所

197 147
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22.10. 7
清水公共職業安
定所

197 148
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22.10. 7
清水公共職業安
定所

197 149
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22.10. 6 民生部勤労課

197 150
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10. 6 民生部勤労課

197 151
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

給仕解雇並に採用に関する件 昭和２２年度 (収)昭22.10. 4
清水公共職業安
定所

197 152
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用について 昭和２２年度 (収)昭22.10.15
静岡公共職業安
定所

197 153
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10.13 民生部勤労課

197 154
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用につき承認方内申 昭和２２年度 (収)昭22.10.11
静岡公共職業安
定所

197 155
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員着任について 昭和２２年度 (収)昭22.10.11
掛川公共職業安
定所

197 156
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.19 民生部勤労課
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197 157
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員任用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.11
掛川公共職業安
定所

197 158
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用について 昭和２２年度 (収)昭22.10.25
磐田公共職業安
定所

197 159
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10.24 民生部勤労課

197 160
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22. 9.28
磐田公共職業安
定所

197 161
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10.24 民生部勤労課

197 162
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用について 昭和２２年度 (収)昭22.10. 3
磐田公共職業安
定所

197 163
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員採用について 昭和２２年度 (収)昭22.10.26
静岡公共職業安
定所

197 164
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10.24 民生部勤労課

197 165
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

嘱託員採用につき承認方内申 昭和２２年度 (収)昭22.10.13
静岡公共労働安
定所

197 166
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (収)昭22.10.23
清水公共職業安
定所

197 167
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.10.24 民生部勤労課

197 168
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用方協議の件 昭和２２年度 (収)昭22.10.14
清水公共職業安
定所

197 169
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22.10.28
伊東公共職業安
定所

197 170
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22.10.24 民生部勤労課

197 171
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職願出に関する件 昭和２２年度 (収)昭22.10.20
伊東公共職業安
定所

197 172
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22.11. 1
浜松公共職業安
定所

197 173
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22.10.24 民生部勤労課

197 174
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員解用について 昭和２２年度 (収)昭22.10.14
浜松公共職業安
定所
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197 175
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22.11.21 民生部勤労課

197 176
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (収)昭22.11.20
遠州川崎公共職
業安定所

197 177
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用につき報告 昭和２２年度 (収)昭22.11. 2
三島公共職業安
定所

197 178
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭22.11. 8 民生部勤労課

197 179
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用に関する件 昭和２２年度 (収)昭22.10. 1
三島公共職業安
定所

197 180
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭22. 9. 1 民生部勤労課

197 181
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員退職に関し伺 昭和２２年度 (収)昭22. 8.30
三島公共職業安
定所

197 182
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭23. 1.21 静岡県経済部

197 183
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職願に関する協議の件 昭和２２年度 (収)昭23. 1.17
清水公共職業安
定所

197 184
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人の退職について 昭和２２年度 (施)昭23. 1.21 静岡県経済部

197 185
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

使丁退職に関する件 昭和２２年度 (収)昭23. 1. 8
磐田公共職業安
定所

197 186
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について報告 昭和２２年度 (収)昭23. 1.15
富士宮公共職業
安定所

197 187
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭23. 1.14 静岡県経済部

197 188
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員退職について伺い 昭和２２年度 (収)昭22.12.15
富士宮公共職業
安定所

197 189
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について報告 昭和２２年度 (収)昭23. 1.15
富士宮公共職業
安定所

197 190
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭23. 1.14 静岡県経済部

197 191
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用につき内申 昭和２２年度 (収)昭22.12.15
富士宮公共職業
安定所

197 192
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員採用につき内申 昭和２２年度 (収)昭22.12.15
富士宮公共職業
安定所
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197 193
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭23. 1.22 静岡県経済部

197 194
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の退職について 昭和２２年度 (収)昭23. 1.15
清水公共職業安
定所

197 195
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職に関する件 昭和２２年度 (収)昭22.11.13
清水公共職業安
定所

197 196
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用に関する件 昭和２２年度 (収)昭23. 1. 9
清水公共職業安
定所

197 197
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人退職報告について 昭和２２年度 (収)昭23. 2.20
静岡公共職業安
定所

197 198
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇人退職の件報告 昭和２２年度 (収)昭23. 3. 1
沼津公共職業安
定所

197 199
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の退職について 昭和２２年度 (施)昭23. 2.25 静岡県労働部

197 200
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職に関する件 昭和２２年度 (収)昭23. 2.20
沼津公共職業安
定所

197 201
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の退職について 昭和２２年度 (施)昭23. 2.26 静岡県労働部

197 202
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の任用替に関する件 昭和２２年度 (収)昭23. 2.24
沼津公共職業安
定所

197 203
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用の件報告 昭和２２年度 (収)昭23. 3. 1
沼津公共職業安
定所

197 204
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の採用について 昭和２２年度 (施)昭23. 2.26 静岡県労働部

197 205
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用の件 昭和２２年度 (収)昭23. 1.31
沼津公共職業安
定所

197 206
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人の採用について 昭和２２年度 (収)昭23. 3. 1
磐田公共職業安
定所

197 207
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人の採用について 昭和２２年度 (施)昭23. 2.24 静岡県労働部

197 208
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

傭人内申に付いて 昭和２２年度 (収)昭23. 1.30
磐田公共職業安
定所

197 209
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (収)昭23. 3.  
清水公共職業安
定所

197 210
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

雇員の採用について 昭和２２年度 (施)昭23. 2.25 静岡県労働部
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197 211
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員採用方協議の件 昭和２２年度 (収)昭23. 1.23
清水公共職業安
定所

197 212
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員の採用について 昭和２３年度
(起)昭23. 7.20
(決)昭23. 8.12
(施)昭23. 8.12

静岡県労働部

197 213
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

新規職員採用について内申 昭和２３年度 (収)昭23. 6.30
静岡公共職業安
定所

197 214
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

（案の１）辞令案、（案の２）職員の退職につい
て

昭和２３年度
(起)昭23. 9.17
(決)昭23. 9.28
(施)昭23. 9.29

労働部職業安定
課

197 215
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職について承認方申請 昭和２３年度 (収)昭23. 9.11
静岡公共職業安
定所

197 216
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

（案の１）辞令案、（案の２）職員の退職につい
て

昭和２３年度
(起)昭23. 9.17
(決)昭23. 9.28
(施)昭23. 9.29

労働部職業安定
課

197 217
職員任命関係綴（雇用人命免関
係）

職員退職について 昭和２３年度 (収)昭23. 9.11
浜松公共職業安
定所

198 1 職員任命関係綴（行政整理関係）
行政整理による退官（職）者特別賜金（手当）辞
令書送付の件

昭和２１年度
(起)昭21. 5.25
(施)昭21. 5.28

教育民生部勤労
課

198 2 職員任命関係綴（行政整理関係）
行政整理による退官者特別賜金（手当）辞令書送
付の件

昭和２１年度 (収)昭21. 5.21
内務省人事課教
育民生部勤労課

198 3 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（願いに依り本職を免す。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 4 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（願いに依り雇を免す。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.  
教育民生部勤労
課

198 5 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（願いに依り雇を免す。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 6 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（願いに依り雇を免す。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 3. 8
教育民生部勤労
課

198 7 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 8 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（静岡勤労署勤務を命す。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 9 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（内政部勤労課勤務を命す。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 10 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（勤労課勤務を命す。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 11 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（昇給。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課
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198 12 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給及び勤務。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 13 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（勤務。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 14 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（勤務。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 15 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（勤務。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 16 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給及び依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 17 職員任命関係綴（行政整理関係） 職員退職願進達ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.26 磐田勤労署

198 18 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給及び依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 19 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給及び依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 20 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給及び依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 21 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給及び依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 22 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（勤務。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 23 職員任命関係綴（行政整理関係） 職員退職ニ関スル件内申 昭和２０年度 (収)昭20.12.19 沼津勤労署

198 24 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給、解職。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 25 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給、雇免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 26 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給、雇免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 1.31
教育民生部勤労
課

198 27 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給、依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 28 職員任命関係綴（行政整理関係） 退職願ノ件申達 昭和２０年度 (収)昭21. 3.12 遠州川崎勤労署

198 29 職員任命関係綴（行政整理関係） 退職願ノ件申達 昭和２０年度 (収)昭21. 3.12 遠州川崎勤労署
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198 30 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（解職。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21.  .  
教育民生部勤労
課

198 31 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（雇免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.  
教育民生部勤労
課

198 32 職員任命関係綴（行政整理関係） 退職願ノ件申達 昭和２０年度 (収)昭21. 3.12 遠州川崎勤労署

198 33 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給、依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.  
教育民生部勤労
課

198 34 職員任命関係綴（行政整理関係） 職員退職願申達ノ件 昭和２０年度 (収)昭21. 3. 5 清水勤労署

198 35 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給、依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.30
教育民生部勤労
課

198 36 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（免職。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.31
教育民生部勤労
課

198 37 職員任命関係綴（行政整理関係） 内申書（俸給、依願免。（個人名）） 昭和２０年度 (施)昭21. 3.31
教育民生部勤労
課

198 38 職員任命関係綴（行政整理関係）
（表題なし）行政整理に関する退職希望者につい
ての事務連絡

昭和２０年度 (起)昭21. 1.22
教育民生部勤労
課

198 39 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭21. 1.10
(施)昭21. 1.10

教育民生部勤労
課

198 40 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.15 伊東勤労署

198 41 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.20 静岡勤労署

198 42 職員任命関係綴（行政整理関係）
今次行政整理ニ伴ウ要整理職員退職願申達ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (収)昭21. 1.24 伊東勤労署

198 43 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ伴ヒ職員退職願出ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.25 伊東勤労署

198 44 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.24 沼津勤労署

198 45 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ依ル職員退職願進達ノ件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.25 島田勤労署

198 46 職員任命関係綴（行政整理関係） 退職願送付ノ件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.22 掛川勤労署

198 47 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.21 沼津勤労署
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198 48 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.17 磐田勤労署

198 49 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.19 清水勤労署

198 50 職員任命関係綴（行政整理関係） 職員退職願ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.17 富士宮勤労署

198 51 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.18 掛川勤労署

198 52 職員任命関係綴（行政整理関係） 副申書（依願退職。（個人名）ほか３人） 昭和２０年度 (収)昭21. 1.17 富士宮勤労署

198 53 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ依ル退職者氏名内申ノ件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.18 三島勤労署

198 54 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.18 三島勤労署

198 55 職員任命関係綴（行政整理関係） 職員採用一時見合方ノ件 昭和２０年度 (収)昭21. 1. 9 内政部

198 56 職員任命関係綴（行政整理関係） 電報譯文 昭和２０年度 (収)昭21. 1.26
厚生省勤労局企
画課

198 57 職員任命関係綴（行政整理関係）
行政整理ニ因ル嘱託雇傭人等整理者ノ昇給ニ関ス
ル件

昭和２０年度 (施)昭21. 1.18 静岡県内政部

198 58 職員任命関係綴（行政整理関係） 行政整理実施ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.11 静岡県内政部

199 1

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団が静岡縣から委託を受けて施行し
た縣営浜名用排水幹線改良工事用地の処理状況に
ついて

昭和２６年度 (施)昭26.12.15
（主管）農政部
農地管理課

199 2

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

用地買収書類引渡の件 昭和２５年度 (収)昭25.12.28
東京農地事務局
建設部

199 3

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

用地事務引継ぎの件 昭和２５年度 (収)昭26. 1.13
農林省三方原開
拓建設事業所

199 4

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

国有農地等の使用目的変更について 昭和２７年度
(起)昭27. 9.18
(施)昭27. 9.21

農地部耕地課
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199 5

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用水路敷地登記事務処理
費について

昭和２８年度
(起)昭28. 6.10
(決)昭28. 6.10
(施)昭28. 6.10

農地部土地改良
課

199 6

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

浜名用水路敷地登記事務の整理に関する協定に基
づく登記事務委託費用について

昭和２７年度
(起)昭27. 9.25
(決)昭27. 9.25

農地部土地改良
課

199 7

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団が静岡縣より委託を受けて施行し
た縣営浜名用排水改良工事用地の処理について

昭和２６年度
(起)昭27. 2.29
(施)昭27. 3. 7

農地部耕地課

199 8

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

電報（電文：アス一二・二〇フンハママツヘツ
ク）

昭和２６年度 (収)昭27. 2. 5 （個人名）

199 9

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

用地買収書類引渡の件 昭和２５年度 (収)昭25.12.28
東京農地事務局
建設部

199 10

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

（書簡）（（個人名）所有地の売買契約不履行に
関する問題）

昭和２４年度
～

昭和２６年度

特殊法人関係閉
鎖機関特殊精算
事務所業務昭和
第二部第二課

199 11

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

昭和27年度浜名用水登記事務委託費関係 昭和２７年度 (収)昭27.12.15 土地改良課

199 12

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10.23 土地改良課

199 13

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10.22 土地改良課

199 14

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10.22 土地改良課
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199 15

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10. 9 土地改良課

199 16

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10.20 土地改良課

199 17

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10.10 土地改良課

199 18

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10.22 土地改良課

199 19

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10.21 土地改良課

199 20

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地登記事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.10.20 土地改良課

199 21

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団施行浜名用排水幹線改良事業用地
事務委託契約書（用地事務委託契約書）

昭和２７年度 (施)昭27.11.13 土地改良課

199 22

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団が縣より委託を受けて施行した縣
営浜名用排水改良工事用地中未買収地積の買収支
払及登記事務について

昭和２７年度
(起)昭27.10.27
(決)昭27.11. 5

農地部耕地課

199 23

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

旧農地開発営団が縣より委託を受けて施行した縣
営浜名用排水改良工事用地の登記事務処理につい
て

昭和２７年度
(起)昭27. 9.18
(決)昭27.10. 8

農地部土地改良
課

199 24

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

縣営浜名用水路敷地未登記事務の整理に関する閉
鎖機関整理委員会の支出金について

昭和２７年度
(起)昭27. 9.18
(決)昭27.10. 1

農地部土地改良
課
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199 25

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

縣営浜名用水路敷地未登記事務の整理に関する協
定について

昭和２７年度
(起)昭27. 8.28
(決)昭27. 9. 8

農地部耕地課

199 26

昭和19年度農地開発営団が静岡県
から委託を受けて施行した県営浜
名用排水幹線改良工事用地処理関
係書

登記済証一覧表 昭和２５年度
（主管）農政部
農地管理課

200 1 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（榛原郡上川根村） 明治４０年度 (施)明41. 3.31 内務部山林課

200 2 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（田方郡戸田村） 明治４１年度 (施)明41. 4. 1 内務部山林課

200 3 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（安倍郡梅ヶ島村） 明治４２年度 (施)明42. 4.21 内務部山林課

200 4 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（榛原郡上川根村） 明治４２年度 (施)明42. 4.21 内務部山林課

200 5 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（安倍郡井川村） 明治４２年度 (施)明42. 5.27 内務部山林課

200 6 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（田方郡戸田村） 明治４２年度 (施)明43. 2. 7 内務部山林課

200 7 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（安倍郡井川村） 明治４２年度 (施)明43. 2. 7 内務部山林課

200 8 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（安倍郡梅ヶ島村） 明治４２年度 (施)明43. 2.10 内務部山林課

200 9 （縣苗圃）地上権設定契約書 領収書、登記承諾書（賀茂郡稲梓村） 明治４３年度 (施)明43. 7.10 内務部山林課

200 10 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（田方郡戸田村） 明治４２年度 (施)明42. 5.  内務部山林課

200 11 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（田方郡戸田村） 明治４３年度 (施)明43. 6.18 内務部山林課

200 12 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（安倍郡梅ヶ島村） 明治４４年度 (施)明44. 4. 6 内務部山林課

200 13 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（安倍郡梅ヶ島村） 明治４４年度 (施)明44. 4. 6 内務部山林課

200 14 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（安倍郡井川村） 大正　元年度 (施)大 2. 3. 1 内務部山林課

200 15 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（田方郡北狩野村） 大正　元年度 (施)大 2. 3.10 内務部山林課
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200 16 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権解除通知（田方郡北狩野村） 大正　元年度 (施)大 2. 3.24 内務部山林課

200 17 （縣苗圃）地上権設定契約書 地上権設定契約書（安倍郡井川村） 大正　２年度 (施)大 3. 3.24 内務部山林課

200 18 （縣苗圃）地上権設定契約書 苗圃借地（反別、料金）調 内務部山林課

200 19 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（田方郡北狩野村） 大正　３年度 (施)大 3. 6.  内務部山林課

200 20 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（榛原郡上川根村） 大正　３年度 (施)大 4. 1. 8 内務部山林課

200 21 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（賀茂郡稲梓村） 大正　４年度 (施)大 4. 6.12 内務部山林課

200 22 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（賀茂郡稲梓村） 大正　４年度 (施)大 4. 6.12 内務部山林課

200 23 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（田方郡中大見村） 大正　５年度 (施)大 5. 4. 1 内務部山林課

200 24 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（田方郡上大見村） 大正　５年度 (施)大 5. 4. 1 内務部山林課

200 25 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（榛原郡上川根村） 大正　５年度 (施)大 5. 4. 1 内務部山林課

200 26 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（田方郡中大見村） 大正　７年度 (施)大 7. 4.12 内務部山林課

200 27 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（田方郡中大見村） 大正　７年度 (施)大 7. 4.12 内務部山林課

200 28 （縣苗圃）地上権設定契約書 契約書（田方郡中大見村） 大正　７年度 (施)大 7. 4.12 内務部山林課

200 29 （縣苗圃）地上権設定契約書 梅ヶ島苗圃図面 内務部山林課

200 30 （縣苗圃）地上権設定契約書 縣借入苗圃使用料ヲ支出調書ニ依リ支払方ノ件伺 大正　３年度 (起)大 3. 4. 4 内務部産業課

201 1
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（田方郡中大見村） 明治３８年度 (施)明38. 5.15 内務部山林課

201 2
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（田方郡対島村） 明治３９年度 (施)明39. 4.28 内務部山林課

201 3
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参議第19号）縣基本林造成ノ為ノ土地使用地上
権設定契約締結伺（榛原郡上川根村）

明治３９年度 (起)明39. 7.16 内務部山林課
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201 4
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 5
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 6
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 7
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 8
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 9
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 10
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 11
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 12
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治３９年度 (施)明39. 9.19 内務部山林課

201 13
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参議第43号）縣基本林造成ノ為ノ土地使用地上
権設定契約締結伺及ビ契約書（周智郡三倉村）

明治３８年度 (施)明39. 3.25 内務部山林課

201 14
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（周智郡三倉村） 明治３８年度 (施)明39. 3.25 内務部山林課

201 15
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（田方郡戸田村） 明治４０年度 (施)明41. 1.17 内務部山林課

201 16
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（賀茂郡稲梓村） 明治４０年度 (施)明41. 3.31 内務部山林課

201 17
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（賀茂郡稲梓村） 明治４０年度 (施)明41. 3.31 内務部山林課

201 18
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（周智郡三倉村） 明治４２年度 (施)明42. 4.21 内務部山林課

201 19
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（榛原郡上川根村） 明治４２年度 (施)明42. 6.22 内務部山林課

201 20
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（安倍郡梅ヶ島村） 明治４２年度 (施)明42. 4. 9 内務部山林課

201 21
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（安倍郡梅ヶ島村） 明治４２年度 (施)明42. 4. 9 内務部山林課
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201 22
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（安倍郡井川村） 明治４２年度 (施)明42. 6.23 内務部山林課

201 23
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（安倍郡井川村） 明治４２年度 (施)明42. 6.28 内務部山林課

201 24
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

地上権設定契約書（田方郡中大見村） 明治４２年度 (施)明43. 2.26 内務部山林課

201 25
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（田方郡対島村）（既貸借契約の変更） 明治４３年度 (施)明43. 6. 5 内務部山林課

201 26
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（賀茂郡稲梓村） 大正　元年度 (施)大 2. 3. 3 内務部山林課

201 27
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

地上権設定契約書（田方郡中大見村） 大正　２年度 (施)大 3. 3.30 内務部山林課

201 28
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

地上権設定契約書（田方郡中大見村） 大正　２年度 (施)大 3. 3.30 内務部山林課

201 29
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（安倍郡井川村） 大正　５年度 (施)大 5. 5.23 内務部山林課

201 30
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（賀茂郡上河津村） 大正　５年度 (施)大 5. 5.31 内務部山林課

201 31
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

承諾書（写）、転籍届（安倍郡井川村） 大正　５年度 (施)大 5. 5. 5 （個人名）

201 32
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）契約書（田方郡中大見村） 明治３８年度 (施)明38. 5.15 内務部山林課

201 33
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）（契約書）（田方郡対島村） 明治３９年度 (施)明39.  .  内務部山林課

201 34
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）（参議第19号）縣基本林造成ノ為ノ土地
使用ニ係ル地上権設定契約締結ノ伺

明治３９年度 (起)明39. 7.16 内務部山林課

201 35
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）県営林分収金について嘆願書 昭和３６年度 (収)昭36. 5.29 安倍郡梅ヶ島村

201 36
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）寄付土地引継書（写）（榛原郡上川根
村）

明治３９年度 (施)明39.12.12 （個人名）

201 37
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）戸田縣造林地内民有松林処分ノ件 大正　元年度 (収)大 2. 3.18 田方郡戸田村

201 38
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）契約書（賀茂郡稲梓村） 明治４０年度 (施)明41. 3.  内務部山林課

201 39
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）稲梓縣造林地内民有松立木処分ノ件 大正　元年度 (収)大 2. 3. 7 内務部山林課
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201 40
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）安倍郡井川村縣造林地内ノ松檜伐採ノ件 明治４４年度 (収)明44.10. 9 安倍郡井川村

201 41
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

（参考）杉木無償提供ノ件 大正　元年度 (施)大 1. 9.10
安倍郡大河内
村、安倍郡梅ヶ
島村

201 42
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（田方郡中大見村） 大正　９年度 (施)大 9.11.25 内務部山林課

201 43
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

登記嘱託書（志太郡六合村） 大正１１年度 (施)大11. 5.23
（主管）林業・
水産部森林整備
課

201 44
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

登記嘱託書、地上権設定契約書（田方郡中大見村
冷川字大幡野1520番地ノ２、同1520番地ノ１）

大正１１年度 (施)大11. 5.19
（主管）林業・
水産部森林整備
課

201 45
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

登記嘱託書、地上権設定契約書、契約書（田方郡
対島村）

大正１１年度 (施)大11. 5.19 内務部山林課

201 46
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

地上権設定契約書（志太郡六合村） 大正　５年度 (施)大 5. 4.12 内務部山林課

201 47
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

契約書（田方郡中大見村） 昭和　７年度 (施)昭 8. 2.28 内務部山林課

201 48
（縣基本林）地上権設定契約書謄
本

志太郡本川根町山林位置図 内務部山林課

202 1
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

地上権変更登記の嘱託について（伺） 昭和３５年度
(起)昭35. 5.24
(決)昭35. 5.25
(施)昭35. 5.26

林務部林政課

202 2
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

宇久須県行造林地の地上権設定契約書の一部表示
変更について（伺）

昭和３４年度
(起)昭34.12.26
(施)昭35. 1.14

林務部林政課

202 3
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

保安林指定について（通知） 昭和３３年度 (施)昭34. 1. 6 林務部林政課

202 4
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

縣有林登記関係書類保管方依頼について 昭和３１年度
(起)昭31. 9. 5
(決)昭31. 9. 6
(施)昭31. 9. 7

林務部林政課

202 5
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

講和記念宇久須縣行造林地の地上権設定登記につ
いて

昭和３１年度
(起)昭31. 7.30
(決)昭31. 8. 1
(施)昭31. 8. 1

林務部林政課

202 6
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

講和記念宇久須縣行造林地の地上権設定登記につ
いて

昭和３０年度
(起)昭30.10.10
(決)昭30.10.10
(施)昭30.10.11

林務部林政課

202 7
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

講和記念宇久須縣行造林地の地上権設定登記につ
いて

昭和３０年度
(起)昭30. 8.31
(決)昭30. 9. 5
(施)昭30. 9. 5

林務部林政課

202 8
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

宇久須講和記念縣行造林地の地上権設定契約の登
記について

昭和３０年度
(起)昭30. 8.11
(決)昭30. 8.19
(施)昭30. 8.25

林務部林政課

260 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

202 9
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

宇久須講和記念造林地の地上権設定契約の登記に
ついて

昭和３０年度
(起)昭30. 8.10
(決)昭30. 8.15
(施)昭30. 8.16

林務部林政課

202 10
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

造林並に地上権設定契約の締結について 昭和３０年度
(起)昭30. 7.14
(決)昭30. 7.21
(施)昭30. 8. 2

林務部林政課

202 11
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

造林並に地上権設定契約について 昭和３０年度
(起)昭30. 4.19
(決)昭30. 4.21
(施)昭30. 4.23

林務部林政課

202 12
（宇久須県行造林）地上権設定契
約書関係書類綴

陳情書 昭和２６年度 (収)昭26. 8.29 賀茂郡宇久須村

203 1 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（小笠郡上内田
村）

昭和１４年度 (収)昭15. 1.31 小笠郡南郷村

203 2 縣行造林地上権設定契約書（控）
造林竝地上権設定契約書、承諾書（賀茂郡仁科
村）

昭和１４年度 (収)昭15. 2. 1 賀茂郡仁科村

203 3 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（賀茂郡宇久須
村）

昭和１４年度 (収)昭15. 2. 1
小下田区有財産
管理者（田方郡
西豆村長）

203 4 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（賀茂郡仁科
村）

昭和１５年度 (収)昭15.11.14 賀茂郡仁科村

203 5 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（小笠郡上内田
村）

昭和１５年度 (収)昭16. 1. 9 小笠郡上内田村

203 6 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（賀茂郡稲梓
村）

昭和１５年度 (収)昭15.12.21
賀茂郡稲梓村、
賀茂郡稲生澤村

203 7 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（安倍郡玉川
村）

昭和１５年度 (収)昭16. 1.27 安倍郡玉川村

203 8 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（田方郡韮山
村）

昭和１５年度 (収)昭15.12.26 田方郡韮山村

203 9 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（駿東郡須走
村）

昭和１５年度 (収)昭16. 1.17
駿東郡高根村、
駿東郡須走村

203 10 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（田方郡韮山
村）

昭和１６年度 (収)昭16.12.23 田方郡韮山村

203 11 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（田方郡中大見
村）

昭和１６年度 (収)昭16.12. 7 田方郡中大見村

203 12 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（駿東郡北郷
村）

昭和１６年度 (収)昭16.10. 8 駿東郡北郷村

203 13 縣行造林地上権設定契約書（控）
承諾書、造林竝地上権設定契約書（賀茂郡中川
村）

昭和１７年度 (収)昭17. 6. 1 賀茂郡中川村

204 1 縣行造林地上権設定契約書綴 造林竝地上権設定契約書（小笠郡上内田村） 昭和１４年度 (収)昭15. 3. 2 経済部山林課
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204 2 縣行造林地上権設定契約書綴 造林竝地上権設定契約書（小笠郡上内田村） 昭和１６年度 (収)昭17. 1.16 経済部山林課

204 3 縣行造林地上権設定契約書綴 造林竝地上権設定契約書（田方郡韮山村） 昭和１６年度 (施)昭17. 3. 3 経済部山林課

204 4 縣行造林地上権設定契約書綴 造林竝地上権設定契約書（駿東郡須走村） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.19 経済部山林課

204 5 縣行造林地上権設定契約書綴 縣行造林竝地上権設定契約書送付の件 昭和２６年度 (収)昭26. 9. 8 経済部山林課

204 6 縣行造林地上権設定契約書綴 造林竝地上権設定契約書（駿東郡須走村） 昭和１５年度 (施)昭16. 3.19 経済部山林課

204 7 縣行造林地上権設定契約書綴 造林竝地上権設定契約解除の件 昭和２６年度
(起)昭26. 8. 1
(決)昭26. 8.10
(施)昭26. 8.11

林務部治山課

204 8 縣行造林地上権設定契約書綴 昭和19年度縣行造林予定地竝地上権設定契約案伺 昭和１９年度 (起)昭19.12. 1 経済部山林課

204 9 縣行造林地上権設定契約書綴
公有原野縣行造林施行申請地ニ対シ地上権設定契
約書案提示ノ件伺

昭和１９年度
(起)昭19. 7.19
(施)昭19. 7.26

経済部山林課

204 10 縣行造林地上権設定契約書綴 復命書（縣行造林申請地審査） 昭和１９年度 (起)昭19. 7.16 経済部山林課

205 1 縣有林土地関係綴（１） 所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１４年度
(起)昭14.12.22
(施)昭14.12.22

経済部山林課

205 2 縣有林土地関係綴（１） 縣有模範林土地分筆登記嘱託ノ件 昭和１４年度
(起)昭14.12.19
(施)昭14.12.19

経済部山林課

205 3 縣有林土地関係綴（１） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１４年度
(起)昭14.12.19
(施)昭14.12.19

経済部山林課

205 4 縣有林土地関係綴（１） 払下土地所有権移転登記ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14.12.19
(施)昭14.12.19

経済部山林課

205 5 縣有林土地関係綴（１） 三方原縣有地払下分納金ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 5.19
(施)昭11. 5.20

経済部山林課

205 6 縣有林土地関係綴（１） 土地所有権移転登記ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 5. 4
(施)昭11. 5. 4

経済部山林課

205 7 縣有林土地関係綴（１） 土地所有権移転登記嘱託ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 4.15
(施)昭11. 4.24

経済部山林課

205 8 縣有林土地関係綴（１） 三方原村払下地分筆登記嘱託ノ件 昭和１０年度
(起)昭11. 1.27
(施)昭11. 1.28

経済部山林課

205 9 縣有林土地関係綴（１） 縣有模範林土地台帳謄本交付ノ件 昭和１０年度
(起)昭10. 7. 1
(施)昭10. 7. 1

経済部山林課
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205 10 縣有林土地関係綴（１） 模範林土地分筆申告ノ件 昭和１０年度
(起)昭10. 6.18
(施)昭10. 6.19

経済部山林課

205 11 縣有林土地関係綴（１） 三方原模範林土地立木売却代金延納ノ件 昭和　９年度
(起)昭 9.11.13
(施)昭 9.11.21

内務部山林課

205 12 縣有林土地関係綴（１） 土地所有権移転登記嘱託ニ関スル件 昭和　９年度
(起)昭 9.10.23
(施)昭 9.10.23

内務部山林課

205 13 縣有林土地関係綴（１） 土地所有権移転登記嘱託ノ件 昭和　９年度
(起)昭 9. 9.26
(施)昭 9.10. 2

内務部山林課

205 14 縣有林土地関係綴（１） 縣有地分筆登記嘱託ニ関スル件照会 昭和　９年度
(起)昭 9. 9. 1
(施)昭 9. 9. 1

内務部山林課

205 15 縣有林土地関係綴（１） 縣有地分筆登記嘱託ノ件 昭和　９年度
(起)昭 9. 7.30
(施)昭 9. 7.31

内務部山林課

205 16 縣有林土地関係綴（１） 模範林土地一部引渡ニ関スル件通知 昭和　９年度
(起)昭 9. 7.10
(施)昭 9. 7.30

内務部山林課

205 17 縣有林土地関係綴（１） 縣有模範林土地台帳謄本交付ニ関スル件 昭和　９年度
(起)昭 9. 4.24
(施)昭 9. 4.25

内務部山林課

205 18 縣有林土地関係綴（１） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和　９年度
(起)昭 9. 4.19
(施)昭 9. 4.19

内務部山林課

205 19 縣有林土地関係綴（１）
三方原模範林内売買契約地一部開墾同意ニ関スル
件

昭和　８年度
(起)昭 8.12. 8
(施)昭 8.12.14

内務部山林課

205 20 縣有林土地関係綴（１） 三方原模範林売払代金延納ニ関スル件 昭和　８年度
(起)昭 8.11.14
(施)昭 8.11.22

内務部山林課

205 21 縣有林土地関係綴（１） 三方原土地売払代金延納ニ関スル件 昭和　８年度
(起)昭 8.10. 9
(施)昭 8.10.12

内務部山林課

205 22 縣有林土地関係綴（１） 模範林土地立木一部引渡ノ件 昭和　８年度
(起)昭 8. 4. 7
(施)昭 8. 4.11

内務部山林課

205 23 縣有林土地関係綴（１） 模範林払下代金納入ニ関スル件 昭和　８年度
(起)昭 8. 4. 6
(施)昭 8. 4. 6

内務部山林課

205 24 縣有林土地関係綴（１）
三方原模範林内売買契約地一部開墾同意ニ関スル
件

昭和　７年度
(起)昭 8. 1.30
(施)昭 8. 2. 4

内務部山林課

205 25 縣有林土地関係綴（１） 縣有林払下事業実施計画書 昭和　７年度 (収)昭 7. 8.29 浜名郡三方原村

205 26 縣有林土地関係綴（１） 三方原縣有林土地立木売却ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7. 6. 7 内務部山林課

205 27 縣有林土地関係綴（１） 縣有林売買契約書送付ノ件 昭和　７年度
(起)昭 7. 6. 4
(施)昭 7. 6. 4

内務部山林課
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205 28 縣有林土地関係綴（１） 縣有林土地及立木払下ノ件許可ス 昭和　７年度
(起)昭 7. 5.17
(施)昭 7. 5.23

内務部山林課

205 29 縣有林土地関係綴（１） 縣有林土地立木払下願ノ件 昭和　６年度 (起)昭 7. 1.22 内務部山林課

205 30 縣有林土地関係綴（１） 提出書類交換方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 6. 5.14 浜名郡三方原村

205 31 縣有林土地関係綴（１） 縣有林払下事業実施ニ関スル件内議 昭和　６年度 (収)昭 6. 5. 6 浜名郡三方原村

205 32 縣有林土地関係綴（１） 三方原縣有林立木払下願ノ件 昭和　５年度 (起)昭 6. 3.25 内務部山林課

205 33 縣有林土地関係綴（１） 三方原模範林慮分ニ関スル件上申書 昭和　４年度 (起)昭 4.11.27 内務部山林課

205 34 縣有林土地関係綴（１）
縣模範林三方原團地一部三方原村ニテ払下出願ニ
関スル件（11月７日受信電報）

昭和　５年度 (起)昭 6. 3.25 内務部山林課

205 35 縣有林土地関係綴（１） 三方原縣模範林払下ニ関スル件 昭和　３年度 (起)昭 3. 9. 1 内務部山林課

205 36 縣有林土地関係綴（１） 御料木移管後ニ於テ山林払下出願陳情書 大正１４年度 (収)大14. 8.24 浜名郡三方原村

205 37 縣有林土地関係綴（１） 請願書 大正１４年度 (収)大14. 6.29
浜名郡三方原村
ほか４村

205 38 縣有林土地関係綴（１） 請願書 大正１４年度 (収)大14. 6.30
浜名郡三方原村
ほか４村

206 1 縣有林土地関係綴（２） 土地売買ニ付登記嘱託書 昭和１７年度 (施)昭18. 2.13
（主管）林業・
水産部森林整備
課

206 2 縣有林土地関係綴（２） 所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 2. 1
(施)昭18. 2. 5

経済部山林課

206 3 縣有林土地関係綴（２） 縣有模範林払下土地嘱託登記申請ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 6.19
浜名郡三方原村
役場

206 4 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 5 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 6 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 7 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）
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206 8 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 9 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 10 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 11 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 12 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 13 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 14 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 15 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 16 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 17 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 18 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 19 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 20 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 21 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 22 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 23 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 24 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 25 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）
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206 26 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 27 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 28 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 29 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 30 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 31 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 32 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 33 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 34 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 35 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 36 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 37 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 38 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 39 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 40 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 41 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 42 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 43 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）
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206 44 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 45 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 46 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 47 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 48 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 49 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 50 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 51 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 52 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 53 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 54 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 55 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 56 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 57 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 58 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 59 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 60 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 61 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）
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206 62 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 63 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 64 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 65 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 66 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 67 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 68 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 69 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 70 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 71 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 72 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 73 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 74 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 75 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 76 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 77 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 1.31
(施)昭18. 2. 5

経済部山林課

206 78 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 79 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）
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206 80 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 81 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 82 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 83 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 84 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 85 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 86 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 87 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 88 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 89 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 90 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 91 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 92 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 93 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 94 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 95 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 96 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 97 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）
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206 98 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 99 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 100 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 101 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 102 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 103 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 104 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 105 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 106 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 107 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 108 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 109 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 110 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 111 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 112 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 113 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 114 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 115 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）
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206 116 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 117 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 118 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 119 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 120 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 121 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 122 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 123 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 124 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 125 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 126 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 127 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 128 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 129 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 130 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 131 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 132 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 133 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）
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206 134 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 135 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 136 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 137 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 138 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10.  （個人名）

206 139 縣有林土地関係綴（２） （表題なし）（縣有地分筆申告書の件） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.28 浜名郡三方原村

206 140 縣有林土地関係綴（２） 土地所有権移転登記済証送付ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 7.12
(施)昭14. 7.13

経済部山林課

206 141 縣有林土地関係綴（２） 所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１４年度
(起)昭14. 6.20
(施)昭14. 6.22

経済部山林課

206 142 縣有林土地関係綴（２） （表題なし）（模範林土地分筆の件） 昭和１２年度 (収)昭12. 8.24 浜松税務署

206 143 縣有林土地関係綴（２） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１０年度
(起)昭11. 3.31
(施)昭11. 3.31

内務部山林課

206 144 縣有林土地関係綴（２） （表題なし）（縣有林土地払下の件） 昭和１１年度 (収)昭12. 3. 5 浜名郡三方原村

206 145 縣有林土地関係綴（２） 土地分筆登記嘱託書 昭和１４年度 (収)昭14. 4. 6
（主管）林業・
水産部森林整備
課

206 146 縣有林土地関係綴（２） 縣有模範林土地分筆登記嘱託ノ件 昭和１３年度
(起)昭14. 2.24
(施)昭14. 2.25

経済部山林課

206 147 縣有林土地関係綴（２） 縣有模範林土地台帳謄本交付ノ件 昭和１２年度
(起)昭12.11. 2
(施)昭12.11. 2

経済部山林課

206 148 縣有林土地関係綴（２） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１２年度
(起)昭12. 6. 2
(施)昭12. 6. 2

経済部山林課

206 149 縣有林土地関係綴（２） 模範林土地所有権利書受領書送付ノ件 昭和１５年度 (収)昭15.10.14 浜名郡三方原村

206 150 縣有林土地関係綴（２） 模範林土地所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 6.29
(施)昭15. 7. 1

経済部山林課

206 151 縣有林土地関係綴（２） 縣有模範林土地所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 6.12
(施)昭15. 6.21

経済部山林課
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206 152 縣有林土地関係綴（２） 縣有模範林土地分筆登記嘱託ノ件 昭和１４年度
(起)昭14.12.27
(施)昭14.12.27

経済部山林課

206 153 縣有林土地関係綴（２） 土地地目変更登記嘱託ノ件 昭和１４年度
(起)昭15. 1. 9
(施)昭15. 1.10

経済部山林課

206 154 縣有林土地関係綴（２） 領収書 昭和１４年度 (収)昭14. 7.29 安間興市ほか

206 155 縣有林土地関係綴（２） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１１年度
(起)昭11.11.11
(施)昭11.11.14

経済部山林課

206 156 縣有林土地関係綴（２） 土地分筆並処分方申請 昭和１１年度 (収)昭11. 8.31 （個人名）

206 157 縣有林土地関係綴（２） 領収証 昭和１０年度 (収)昭10. 5.22 （個人名）

206 158 縣有林土地関係綴（２） 三方原模範林土地引渡ノ件 昭和１０年度
(起)昭10. 5.14
(施)昭10. 5.16

経済部山林課

206 159 縣有林土地関係綴（２） 三方原模範林土地売却処分ノ件 昭和１０年度
(起)昭10. 4.22
(施)昭10. 5. 2

経済部山林課

206 160 縣有林土地関係綴（２） 土地払下願 昭和　９年度 (収)昭10. 3.28 （個人名）

206 161 縣有林土地関係綴（２） 処分土地予定価調書 農林技師

206 162 縣有林土地関係綴（２） 三方原模範林土地一時貸付ニ資スル件 昭和　９年度
(起)昭10. 3.28
(施)昭10. 3.30

経済部山林課

206 163 縣有林土地関係綴（２） 土地使用延期願 昭和１０年度 (収)昭10. 8.28 （個人名）

206 164 縣有林土地関係綴（２）
三方原模範林土地一時貸付並支障立木売却処分ノ
件

昭和　９年度
(起)昭10. 1. 8
(施)昭10. 1.11

内務部山林課

206 165 縣有林土地関係綴（２） 三方原模範林土地一時使用ノ件 農林技師

206 166 縣有林土地関係綴（２） 土地使用願 昭和　９年度 (収)昭 9.12.24 （個人名）

207 1 縣有林土地関係綴（３） 土地分筆並売買登記嘱託書領収方ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭19. 1.24
日本醫療園静岡
県支部

207 2 縣有林土地関係綴（３） 縣模範林土地台帳謄本交付ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18.11. 4
(施)昭18.11. 6

経済部山林課

207 3 縣有林土地関係綴（３） 縣有林土地分筆申告ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 7.12
(施)昭18. 7.12

経済部山林課
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207 4 縣有林土地関係綴（３） 土地所有権移転登記嘱託請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 7. 2 日本醫療園

207 5 縣有林土地関係綴（３） 模範林払下土地引渡ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 4. 8
(施)昭18. 5.27

経済部山林課

207 6 縣有林土地関係綴（３）
昭和18年１月25日願赤佐縣有林内土地並立木払下
ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭18. 2.24
(施)昭18. 3. 6

経済部山林課

207 7 縣有林土地関係綴（３） 模範林土地立木売却処分予定価格ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 2.20
(決)昭18. 2.20

経済部山林課

207 8 縣有林土地関係綴（３） 縣有林土地立木払下願 昭和１７年度 (収)昭18. 1.28 日本醫療園

207 9 縣有林土地関係綴（３） 土地所有権移転登記済証受領ノ件 昭和１８年度 (収)昭18.10. 2
農地開発営団名
古屋事務所

207 10 縣有林土地関係綴（３） 土地所有権移転登記済証送付ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 9.20
(施)昭18. 9.20

経済部山林課

207 11 縣有林土地関係綴（３） 土地分筆並所有権移転登記嘱託ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 8.19
(施)昭18. 8.21

経済部山林課

207 12 縣有林土地関係綴（３） 土地所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.25
(施)昭18. 6.26

経済部山林課

207 13 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.10
(施)昭18. 6.11

経済部山林課

207 14 縣有林土地関係綴（３） 昭和18年４月25日願名義変更ノ件許可ス 昭和１８年度
(起)昭18. 5. 7
(施)昭18. 5. 8

経済部山林課

207 15 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林土地分筆申告ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 2.20
(施)昭18. 2.22

経済部山林課

207 16 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 1.18
(施)昭18. 1.20

経済部山林課

207 17 縣有林土地関係綴（３） 麁玉村模範林土地所有権移転登記ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.12. 1
(施)昭17.12. 2

経済部山林課

207 18 縣有林土地関係綴（３） 受領証 昭和１４年度 (収)昭15. 2. 9 （個人名）

207 19 縣有林土地関係綴（３） 麁玉村模範林立木引渡ノ件通知 昭和１３年度
(起)昭14. 1.27
(施)昭14. 2. 1

経済部山林課

207 20 縣有林土地関係綴（３） 麁玉村所在模範林土地立木売払ノ件 昭和１２年度 (起)昭13. 3.30 経済部山林課

207 21 縣有林土地関係綴（３） 麁玉村所在模範林土地立木売払ノ件 昭和１２年度
(起)昭13. 3. 9
(施)昭13. 3.17

経済部山林課
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207 22 縣有林土地関係綴（３）
（表題なし）（縣有林土地立木払い下げ価格の
件）

昭和１２年度 (起)昭13. 2.16 経済部山林課

207 23 縣有林土地関係綴（３） 土地所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１９年度 (収)昭19. 5.28 引佐郡井伊谷村

207 24 縣有林土地関係綴（３） 土地売買登記済証受領ノ件 昭和１９年度 (収)昭19. 5. 3 引佐郡金指町

207 25 縣有林土地関係綴（３） 土地所有権移転登記済証送付ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭19. 4. 4
(施)昭19. 4. 4

経済部山林課

207 26 縣有林土地関係綴（３） 土地所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１８年度
(起)昭19. 3.22
(施)昭19. 3.24

経済部山林課

207 27 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林土地台帳謄本交付ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 9.23
(施)昭18. 9.23

経済部山林課

207 28 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 7.12
(施)昭18. 7.13

経済部山林課

207 29 縣有林土地関係綴（３） 縣有林払下土地移転ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 5. 8 引佐郡井伊谷村

207 30 縣有林土地関係綴（３） 縣有林払下地立木伐採ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭15. 2. 7
(施)昭15. 2. 8

経済部山林課

207 31 縣有林土地関係綴（３） 縣有林払下地ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14.11.22
(施)昭14.11.22

経済部山林課

207 32 縣有林土地関係綴（３） 大室山模範林土地引渡ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14.11.17
(施)昭14.11.17

経済部山林課

207 33 縣有林土地関係綴（３） 静岡縣模範林立木受領ノ件 昭和１３年度 (収)昭13.12.10 引佐郡金指町

207 34 縣有林土地関係綴（３） 御届 昭和１３年度 (収)昭13.12.11 引佐郡金指町

207 35 縣有林土地関係綴（３） 大室山立木一部引渡ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭13.11.26
(施)昭13.12. 7

経済部山林課

207 36 縣有林土地関係綴（３） 模範林土地立木売買契約書ノ件 昭和１３年度
(起)昭13.11.18
(施)昭13.11.21

経済部山林課

207 37 縣有林土地関係綴（３） 模範林土地立木処分ニ関スル件 昭和１３年度 経済部山林課

207 38 縣有林土地関係綴（３） 模範林土地、立木処分予定価格ノ件 昭和１３年度 (起)昭13.10.10 経済部山林課

207 39 縣有林土地関係綴（３） 縣有林払下ノ儀ニ付申請 昭和１３年度 (収)昭13. 8.18 引佐郡井伊谷村
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207 40 縣有林土地関係綴（３） 縣有林払下ノ儀ニツキ請願 昭和１１年度 (収)昭11. 8. 7 引佐郡井伊谷村

207 41 縣有林土地関係綴（３） 縣有林払下ノ儀ニ付請願 昭和１１年度 (収)昭11. 7.22 引佐郡井伊谷村

207 42 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林土地所有権移転登記ニ関スル件回報 昭和１７年度 (収)昭18. 1. 6 引佐郡井伊谷村

207 43 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林土地所有権移転登記ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.12. 1
(施)昭17.12. 2

経済部山林課

207 44 縣有林土地関係綴（３） 模範林土地立木引渡ニ関スル件 昭和１５年度 (収)昭15. 9.25 引佐郡井伊谷村

207 45 縣有林土地関係綴（３） 模範林土地、立木引渡ノ件通知 昭和１５年度
(起)昭15. 7. 8
(施)昭15. 7.17

経済部山林課

207 46 縣有林土地関係綴（３） 模範林立木引渡ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭14.12. 2 引佐郡井伊谷村

207 47 縣有林土地関係綴（３） 模範林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１４年度
(起)昭14.11.17
(施)昭14.11.21

経済部山林課

207 48 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林売却代金納付方ノ件 昭和１４年度 (収)昭14. 9.20 引佐郡井伊谷村

207 49 縣有林土地関係綴（３） 模範林立木引渡ニ関スル件回報 昭和１３年度 (収)昭14. 1. 6 引佐郡井伊谷村

207 50 縣有林土地関係綴（３） 模範林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１３年度
(起)昭13.12.30
(施)昭13.12.31

経済部山林課

207 51 縣有林土地関係綴（３）
（電報）（引佐郡井伊谷村大室山模範林立木の売
却代金の納付について）

昭和１３年度 (収)昭13.12. 5 引佐郡井伊谷村

207 52 縣有林土地関係綴（３） 模範林土地立木売買契約書ノ件 昭和１３年度 (起)昭13.11.18 経済部山林課

207 53 縣有林土地関係綴（３） 模範林土地、立木売買処分ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭13.11. 4
(施)昭13.11.17

経済部山林課

207 54 縣有林土地関係綴（３） 縣有林大室山林払下ニ関スル陳情書 昭和１３年度 (収)昭13. 7.25 引佐郡金指町

207 55 縣有林土地関係綴（３） 土地領収証 昭和１４年度 (収)昭14.11.21 （個人名）

207 56 縣有林土地関係綴（３） 三方原模範林土地引渡ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14.11.13
(施)昭14.11.19

経済部山林課

207 57 縣有林土地関係綴（３） 三方原模範林払下地開墾許可ニ関スル件 昭和１３年度
(起)昭13. 4.15
(施)昭13. 4.19

経済部山林課
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207 58 縣有林土地関係綴（３） 開墾助成出願ニ付承認申請 昭和１２年度 (収)昭13. 3.26 （個人名）

207 59 縣有林土地関係綴（３） 領収書 昭和１２年度 (収)昭12. 8.18 （個人名）

207 60 縣有林土地関係綴（３） 三方原模範林立木引渡ノ件 昭和１２年度
(起)昭12. 8. 4
(施)昭12. 8.12

経済部山林課

207 61 縣有林土地関係綴（３） 領収書 昭和１２年度 (収)昭12. 6.23 （個人名）

207 62 縣有林土地関係綴（３） 三方原模範林土地立木払下ニ関スル件 昭和１２年度
(起)昭12. 6.15
(施)昭12. 6.18

経済部山林課

207 63 縣有林土地関係綴（３） 三方原模範林土地立木払下ニ関スル件 昭和１２年度
(起)昭12. 5.26
(施)昭12. 6.10

経済部山林課

207 64 縣有林土地関係綴（３） 三方原模範林土地売却処分ニ関スル件 昭和１２年度 (起)昭12. 5.18 経済部山林課

207 65 縣有林土地関係綴（３） 土地立木払下願 昭和１１年度 (収)昭12. 2. 5 （個人名）

207 66 縣有林土地関係綴（３） 縣有模範林土地並ニ立木払下願 昭和１１年度 (収)昭11.11.13 （個人名）

207 67 縣有林土地関係綴（３） 縣有地御払下請願ノ件 昭和１１年度 (収)昭12. 2.10 （個人名）

207 68 縣有林土地関係綴（３） 林班残存縣模範林実測ニ関スル件 昭和１０年度 (収)昭10.10. 1 農林技手

208 1 縣有林土地関係綴（４） 縣有払下林地登記証書受領送付に就いて 昭和２４年度 (収)昭24. 7. 6 引佐郡中川村

208 2 縣有林土地関係綴（４） 縣有払下林地登記証書受領送付の件 昭和２４年度
(起)昭24. 6.30
(決)昭24. 6.30
(施)昭24. 7. 9

林務部治山課

208 3 縣有林土地関係綴（４） 縣有模範林土地所有権移転登記嘱託に関する件 昭和２３年度
(起)昭23. 9.27
(決)昭23. 9.27
(施)昭23. 9.27

林務部治山課

208 4 縣有林土地関係綴（４） 縣有林土地台帳謄本送達の件 昭和２３年度 (収)昭23. 6.28 引佐郡中川村

208 5 縣有林土地関係綴（４） 縣有林土地台帳謄本交付の件 昭和２３年度
(起)昭23. 4.16
(決)昭23. 4.17
(施)昭23. 4.17

経済部山林課

208 6 縣有林土地関係綴（４） 縣有模範林土地分筆申告の件伺 昭和２２年度
(起)昭22.11.28
(決)昭22.11.28
(施)昭22.11.28

経済部山林課

208 7 縣有林土地関係綴（４） 縣有模範林土地分筆申告の件 昭和２１年度 (起)昭21. 5.30 経済部山林課
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208 8 縣有林土地関係綴（４） 領収書 昭和１９年度 (収)昭19. 8. 8 （個人名）

208 9 縣有林土地関係綴（４） 土地所有権移転登記済領収証提出の件 昭和１８年度
(起)昭18. 5.26
(施)昭18. 5.28

経済部山林課

208 10 縣有林土地関係綴（４） 土地所有権移転登記ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 3.11
(施)昭18. 3.11

経済部山林課

208 11 縣有林土地関係綴（４） 土地所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 2. 9
(施)昭18. 2.26

経済部山林課

208 12 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有林土地所有権移転登記ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.12. 1
(施)昭17.12. 2

経済部山林課

208 13 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有林土地所有権移転登記ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 5. 7 （個人名）

208 14 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有林土地所有権移転登記ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 1.20
(施)昭17. 1.21

経済部山林課

208 15 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有林土地所有権移転登記ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.10.27
(施)昭16.10.28

経済部山林課

208 16 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有林土地所有権移転登記ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 8. 7
(施)昭16. 8. 7

経済部山林課

208 17 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有林土地所有権移転登記ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 6.14
(施)昭16. 6.17

経済部山林課

208 18 縣有林土地関係綴（４） 答申書（三方原縣有林土地所有権移転登記ノ件） 昭和１３年度 (収)昭13. 9. 5 （個人名）

208 19 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有林土地所有権移転登記ノ件 昭和１３年度
(起)昭13. 8.29
(施)昭13. 8.30

経済部山林課

208 20 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣模範林土地所有権移転登記ノ件 昭和１１年度
(起)昭11. 9.11
(施)昭11. 9.12

経済部山林課

208 21 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有模範林土地所有権移転登記ノ件 昭和１１年度
(起)昭11. 7.31
(施)昭11. 8. 1

内務部山林課

208 22 縣有林土地関係綴（４） 土地分筆登記嘱託書 昭和１１年度 (収)昭11. 7.31
（主管）林業・
水産部森林整備
課

208 23 縣有林土地関係綴（４） 縣有模範林土地分筆登記嘱託ノ件 昭和１１年度
(起)昭11. 7.22
(施)昭11. 7.25

経済部山林課

208 24 縣有林土地関係綴（４） 縣有土地台帳謄本交付ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 6.30
(施)昭11. 7. 1

経済部山林課

208 25 縣有林土地関係綴（４） 縣有土地台帳謄本交付ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 6.17
(施)昭11. 6.25

経済部山林課
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208 26 縣有林土地関係綴（４） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１１年度
(起)昭11. 5. 8
(施)昭11. 5.11

経済部山林課

208 27 縣有林土地関係綴（４） 領収証 昭和１１年度 (収)昭11. 5. 8 （個人名）

208 28 縣有林土地関係綴（４） 模範林払下土地引渡ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 4.24
(施)昭11. 4.30

経済部山林課

208 29 縣有林土地関係綴（４） 納付書 昭和１１年度 (収)昭11. 4. 6 （個人名）

208 30 縣有林土地関係綴（４）
（表題なし）（縣有模範林土地立木代金納入に関
する件）

昭和１０年度 (収)昭11. 2.29 （個人名）

208 31 縣有林土地関係綴（４） 模範林土地払下代金納入ニ関スル件通知 昭和１１年度
(起)昭11. 4. 1
(施)昭11. 4. 2

経済部山林課

208 32 縣有林土地関係綴（４） 申請書（模範林土地払下代金延納） 昭和１１年度 (収)昭11. 4.11 （個人名）

208 33 縣有林土地関係綴（４） 模範林土地立木払下代金ニ関スル件 昭和１０年度
(起)昭11. 2. 3
(施)昭11. 2. 3

（内務部）経済
部山林課

208 34 縣有林土地関係綴（４） 納付書 昭和１０年度 (収)昭11. 2. 3 （個人名）

208 35 縣有林土地関係綴（４） 模範林土地立木払下代金ニ関スル件通知 昭和１０年度
(起)昭11. 1.28
(施)昭11. 1.28

（内務部）経済
部山林課

208 36 縣有林土地関係綴（４） 申請書（模範林土地払下代金延納） 昭和１０年度 (収)昭11. 1.27 （個人名）

208 37 縣有林土地関係綴（４） 模範林土地立木払下代金延納ニ関スル件 昭和１０年度
(起)昭10.12.24
(施)昭10.12.24

経済部山林課

208 38 縣有林土地関係綴（４） 納期猶予願 昭和１０年度 (収)昭10.12.24 （個人名）

208 39 縣有林土地関係綴（４） 富塚村模範林土地立木売払ノ件 昭和１０年度 (起)昭10.12.18 経済部山林課

208 40 縣有林土地関係綴（４） 富塚村模範林土地立木売却代金ニ関スル件 昭和１０年度
(起)昭10.12. 9
(施)昭10.12.12

経済部山林課

208 41 縣有林土地関係綴（４） 和地村模範林土地立木売却処分ノ件 昭和１０年度
(起)昭10.11.20
(施)昭10.12. 6

経済部山林課

208 42 縣有林土地関係綴（４） 土地特売方配慮相成度依頼ノ件 昭和１０年度 (収)昭10. 9.26
第三師団経理部
留守主計正

208 43 縣有林土地関係綴（４） 富塚村模範林土地立木売却処分ノ件 昭和１０年度
(起)昭10.10.24
(施)昭10.11.11

経済部山林課
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208 44 縣有林土地関係綴（４） 富塚村模範林土地立木売却処分ノ件 昭和１０年度
(起)昭10. 8.21
(施)昭10. 8.31

経済部山林課

208 45 縣有林土地関係綴（４） 縣有地売却ニ関スル件 昭和１０年度
(起)昭10. 8.15
(施)昭10. 8.15

経済部山林課

208 46 縣有林土地関係綴（４） 縣有地特売処分ニ関スル件照会 昭和１０年度
(起)昭10. 7.31
(施)昭10. 8. 1

経済部山林課

208 47 縣有林土地関係綴（４） 三方原縣有地特売ニ関スル件照会 昭和１０年度
(起)昭10. 6. 4
(施)昭10. 6.11

経済部山林課

208 48 縣有林土地関係綴（４） 縣有林土地台帳謄本交付ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 2.10
(決)昭18. 2.10
(施)昭18. 2.10

経済部山林課

208 49 縣有林土地関係綴（４） 縣有林土地台帳謄本交付ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 1. 7
(施)昭18. 1. 8

経済部山林課

208 50 縣有林土地関係綴（４） 縣有林土地分筆図ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.10. 1
(施)昭17.10. 2

経済部山林課

208 51 縣有林土地関係綴（４） 縣有林分筆ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 6.13 浜松税務署

208 52 縣有林土地関係綴（４） 縣有林土地分筆図ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 5.26
(施)昭17. 5.27

経済部山林課

208 53 縣有林土地関係綴（４） 縣有林土地分筆申告ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 8.19
(施)昭16. 8.20

経済部山林課

208 54 縣有林土地関係綴（４） 滝沢模範林土地移管ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭15. 9.12
(決)昭16. 7. 1
(施)昭16. 7. 8

経済部山林課

208 55 縣有林土地関係綴（４） 学校林用地ニ関スル件 昭和１４年度 (収)昭15. 3.22 静岡県学務部

208 56 縣有林土地関係綴（４） 学校演習林移管ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16. 4.18 静岡県学務部

208 57 縣有林土地関係綴（４） 縣有林移管ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15. 8.10
(施)昭15. 9.19

経済部山林課

208 58 縣有林土地関係綴（４） 縣有模範林土地台帳謄本交付ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 7.15
(施)昭15. 7.15

経済部山林課

208 59 縣有林土地関係綴（４） 縣有模範林土地地目変更並土地分筆登記嘱託ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 7. 8
(施)昭15. 7. 8

経済部山林課

208 60 縣有林土地関係綴（４） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１２年度
(起)昭13. 1.19
(施)昭13. 1.21

経済部山林課

208 61 縣有林土地関係綴（４） 校地並演習林移管ニ関スル件 昭和１２年度 (収)昭12.11. 4 学務部
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208 62 縣有林土地関係綴（４） 学校演習林並敷地移管ノ件通知 昭和１２年度
(起)昭12.10. 4
(施)昭12.10. 9

経済部山林課

209 1 縣有林土地関係綴（５） （表題なし）（書簡）
引佐郡中川村役
場

209 2 縣有林土地関係綴（５） 公園作製ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 5.12
(施)昭17. 5.14

経済部山林課

209 3 縣有林土地関係綴（５） 受領証 昭和１６年度 (収)昭16. 8.18 （個人名）

209 4 縣有林土地関係綴（５） 土地所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 8. 5
(施)昭16. 8. 5

経済部山林課

209 5 縣有林土地関係綴（５） 土地段別更正登記嘱託書 昭和１６年度 (施)昭16. 6.30 経済部山林課

209 6 縣有林土地関係綴（５） 土地分筆登記嘱託書 昭和１６年度 (施)昭16. 6.30 経済部山林課

209 7 縣有林土地関係綴（５）
縣有地反別更正、分筆並ニ所有権移転登記嘱託ノ
件

昭和１６年度
(起)昭16. 6.24
(施)昭16. 6.28

経済部山林課

209 8 縣有林土地関係綴（５） 所有権移転登記嘱託請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 6.16 （個人名）

209 9 縣有林土地関係綴（５） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 5.  
(施)昭16. 5.12

経済部山林課

209 10 縣有林土地関係綴（５） 願書 昭和１６年度 (収)昭16. 4.28 （個人名）

209 11 縣有林土地関係綴（５） 縣有林土地領収証 昭和１５年度 (収)昭16. 1.25 （個人名）

209 12 縣有林土地関係綴（５） 縣有林土地引渡ニ関スル件通知 昭和１５年度
(起)昭16. 1.18
(施)昭16. 1.22

経済部山林課

209 13 縣有林土地関係綴（５） 三方原模範林払下人証明ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭15.12.28
(施)昭15.12.28

経済部山林課

209 14 縣有林土地関係綴（５） 証明願 昭和１５年度 (収)昭15.12.28 （個人名）

209 15 縣有林土地関係綴（５） 昭和15年12月10日願名義変更ノ件許可ス 昭和１５年度
(起)昭15.12.17
(施)昭15.12.17

経済部山林課

209 16 縣有林土地関係綴（５） 御願書 昭和１５年度 (収)昭15.12.14 （個人名）

209 17 縣有林土地関係綴（５） 承諾書 昭和１２年度 (収)昭12.  .  （個人名）
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209 18 縣有林土地関係綴（５） 請書 昭和１２年度 (収)昭12. 6.19 （個人名）

209 19 縣有林土地関係綴（５） 昭和12年５月18日願払下土地開墾ノ件許可ス 昭和１２年度
(起)昭12. 5.23
(施)昭12. 6.12

経済部山林課

209 20 縣有林土地関係綴（５） 払下土地開墾願 昭和１２年度 (収)昭12. 5.19 （個人名）

209 21 縣有林土地関係綴（５） 領収書 昭和１１年度 (収)昭12. 3. 1 （個人名）

209 22 縣有林土地関係綴（５） 小野口村模範林内立木引渡ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭12. 2.22
(施)昭12. 2.23

経済部山林課

209 23 縣有林土地関係綴（５） 払下地内立木引渡願 昭和１１年度 (収)昭12. 2.22 （個人名）

209 24 縣有林土地関係綴（５） 模範林土地立木売買契約書ノ件 昭和１１年度 (収)昭12. 2.22 （個人名）

209 25 縣有林土地関係綴（５） 小野口村模範林内土地立木払下ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭12. 2. 8
(施)昭12. 2.17

経済部山林課

209 26 縣有林土地関係綴（５） 売買契約書 昭和１１年度 (施)昭12. 2.15 経済部山林課

209 27 縣有林土地関係綴（５） 小野口村模範林土地立木払下ノ件 昭和１１年度 (起)昭12. 1.22 経済部山林課

209 28 縣有林土地関係綴（５） 副申書 昭和１１年度 (収)昭11.11.12 浜名郡小野口村

209 29 縣有林土地関係綴（５） 御願書 昭和１１年度 (収)昭11.11.12
浜名郡小野口村
足立幸作ほか

209 30 縣有林土地関係綴（５） 模範林土地処分予定価格ノ件 昭和１１年度 (起)昭11.12.14 経済部山林課

209 31 縣有林土地関係綴（５） 縣有林土地分筆図ニ関スル件 昭和１７年度 (施)昭17.10. 1 経済部山林課

209 32 縣有林土地関係綴（５） 縣有林土地分筆申告ノ件 昭和１６年度 (施)昭16. 8.20 経済部山林課

210 1 縣有林土地関係綴（６） 受領証 昭和１９年度 (収)昭19. 6.17 引佐郡中川村

210 2 縣有林土地関係綴（６） 縣模範林土地所有権移転登記済証送付ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭19. 6.14
(施)昭19. 6.15

経済部山林課

210 3 縣有林土地関係綴（６） 縣模範林土地所有権移転登記嘱託ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭19. 5.21
(施)昭19. 5.23

経済部山林課
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210 4 縣有林土地関係綴（６） 土地所有権移転登記済証送付ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭19. 2.15
(施)昭19. 2.16

経済部山林課

210 5 縣有林土地関係綴（６） 土地所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１８年度
(起)昭19. 1.12
(施)昭19. 1.22

経済部山林課

210 6 縣有林土地関係綴（６） 縣有林土地台帳謄本交付ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.11
(施)昭18. 6.12

経済部山林課

210 7 縣有林土地関係綴（６） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１７年度
(起)昭18. 3.10
(施)昭18. 3.11

経済部山林課

210 8 縣有林土地関係綴（６） 縣有林土地所有権移転登記ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.12. 2
(施)昭17.12. 2

経済部山林課

210 9 縣有林土地関係綴（６） 売買契約書 昭和１１年度 (施)昭11. 6.24 経済部山林課

210 10 縣有林土地関係綴（６） 中川村模範林土地立木払下ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 6.10
(施)昭11. 6.23

経済部山林課

210 11 縣有林土地関係綴（６） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１３年度
(起)昭13. 6. 8
(施)昭13. 6. 8

経済部山林課

210 12 縣有林土地関係綴（６）
中川村所在模範林払下土地一部所有権移転ニ関ス
ル件

昭和１２年度
(起)昭12. 8.12
(施)昭12. 8.17

経済部山林課

210 13 縣有林土地関係綴（６） 土地所有権移転登記申請 昭和１２年度 (収)昭12. 8. 4 引佐郡中川村

210 14 縣有林土地関係綴（６） 縣有林払下地内立木引渡ニ関スル件通知 昭和１１年度
(起)昭11. 9. 4
(施)昭11. 9. 5

経済部山林課

210 15 縣有林土地関係綴（６） 縣有林払下地立木受渡ニ関スル件 昭和１１年度 (収)昭11. 9. 3 引佐郡中川村

210 16 縣有林土地関係綴（６） 模範林土地立木払下ノ件 昭和１１年度 (収)昭11. 7. 3 引佐郡中川村

210 17 縣有林土地関係綴（６） 中川村模範林土地立木売払ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 6.26
(施)昭11. 7. 2

経済部山林課

210 18 縣有林土地関係綴（６） 土地所有権移転登記ノ件 昭和１２年度
(起)昭12. 9.27
(施)昭12.10. 4

経済部山林課

210 19 縣有林土地関係綴（６） 土地所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１２年度
(起)昭12. 9.16
(施)昭12. 9.18

経済部山林課

210 20 縣有林土地関係綴（６） 縣有林払下申請 昭和１１年度 (収)昭11. 5.23 引佐郡中川村

210 21 縣有林土地関係綴（６） 縣有林払下申請 昭和１１年度 (収)昭11. 6. 6 引佐郡中川村
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210 22 縣有林土地関係綴（６） 中川村地籍模範林払下処分ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 5.12
(施)昭11. 5.12

経済部山林課

210 23 縣有林土地関係綴（６） 三方原模範林土地立木払下ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 5. 8
(決)昭11. 5.12

経済部山林課

211 1 縣有林土地関係綴（７） 土地所有権移転登記ノ件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.19
(施)昭18. 6.21

経済部山林課

211 2 縣有林土地関係綴（７） 土地分筆登記嘱託書 昭和１８年度 (収)昭18. 6.17 経済部山林課

211 3 縣有林土地関係綴（７） 縣有林土地分筆並所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１８年度 (起)昭18. 4.26 経済部山林課

211 4 縣有林土地関係綴（７） 縣有林分筆並ニ所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１７年度 (起)昭18. 2. 9 経済部山林課

211 5 縣有林土地関係綴（７） 縣有模範林土地台帳謄本交付ノ件 昭和１７年度 (起)昭17.12.12 経済部山林課

211 6 縣有林土地関係綴（７） 縣有林三方原林土地台帳謄本料送付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17.12.10 浜名郡三方原村

211 7 縣有林土地関係綴（７） 縣有模範林三方原村土地台帳謄本料請求ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.11.26
(施)昭17.11.27

経済部山林課

211 8 縣有林土地関係綴（７） 縣有模範林土地分筆申告ノ件 昭和１７年度 (起)昭17.10.30 経済部山林課

211 9 縣有林土地関係綴（７） 縣有林土地分筆申告ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 8.23
(施)昭16. 8.25

経済部山林課

212 1 模範林（３冊の１） 縣有林払下立木受領ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 5.12
静岡県磐田郡光
明村長

212 2 模範林（３冊の１） 縣有林立木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16. 5. 5
(施)昭16. 5. 7

経済部山林課

212 3 模範林（３冊の１） 請書（磐田郡光明村山東大澤縣有林内立木払下） 昭和１６年度 (収)昭16. 4.22 磐田郡光明村

212 4 模範林（３冊の１）
昭和16年２月20日願大澤縣有林内木炭資材雑立木
払下ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 4. 9
(施)昭16. 4.10

経済部山林課

212 5 模範林（３冊の１） 光明村縣有林内雑立木及松損木調査報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 3.27 農林技手

212 6 模範林（３冊の１） 物件領収証進達ノ件 昭和１６年度 (収)昭17. 1.27 農林技手

212 7 模範林（３冊の１） 光明縣有林内払下立木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 1. 7
(施)昭17. 1.17

経済部山林課
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212 8 模範林（３冊の１） 請書（磐田郡光明村山東縣有林内立木払下） 昭和１６年度 (収)昭16.11.10 磐田郡光明村

212 9 模範林（３冊の１）
昭和16年10月２日願光明縣有林内立木払下ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16.10.24
(施)昭16.11. 1

経済部山林課

212 10 模範林（３冊の１） 三嶽縣有林内払下立木引渡ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 2.21
(施)昭17. 2.26

経済部山林課

212 11 模範林（３冊の１）
請書（引佐郡井伊谷村三嶽縣有林内マツ立木払
下）

昭和１６年度 (収)昭17. 1.31 （個人名）

212 12 模範林（３冊の１）
昭和16年11月５日願三嶽縣有林内立木払下ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭17. 1.12
(施)昭17. 1.20

経済部山林課

212 13 模範林（３冊の１） 三獄模範林マツ立木売却処分価格ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16.12.24 経済部山林課

212 14 模範林（３冊の１） 國立療養所並縣立結核療養所敷地引継ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4. 6
(施)昭17. 4. 7

経済部山林課

212 15 模範林（３冊の１） 縣有地分筆並ニ所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 3.  
(施)昭17. 3.13

経済部山林課

212 16 模範林（３冊の１） 縣有林土地分筆申告ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 3. 3
(施)昭17. 3. 5

経済部山林課

212 17 模範林（３冊の１）
國立療養所敷地ト為スタメ縣有地売渡ニ関スル件
伺

昭和１６年度
(起)昭16.10.28
(施)昭16.11.20

経済部山林課

212 18 模範林（３冊の１） 赤佐村所在模範林土地移管ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 1.23
(施)昭16. 5.21

経済部山林課

212 19 模範林（３冊の１） 縣立結核療養所敷地内立木調査報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 2. 8 農林技手

212 20 模範林（３冊の１）
領収証書（磐田郡光明村光明縣有林内杉立木払
下）

昭和１７年度 (収)昭17. 6.25
磐田郡上阿多古
村

212 21 模範林（３冊の１） 請書（磐田郡光明村光明縣有林内スギ無償交付） 昭和１７年度 (収)昭17. 6.22
磐田郡上阿多古
村

212 22 模範林（３冊の１） 昭和16年12月30日願橋梁資材無償交付ノ件許可ス 昭和１７年度
(起)昭17. 6. 6
(施)昭17. 6.16

経済部山林課

212 23 模範林（３冊の１） 領収書（沼津市片濱村原町縣有林松枯損木） 昭和１７年度 (収)昭17.10.15
駿豆木材株式会
社

212 24 模範林（３冊の１）
山第939号昭和17年10月９日付枯損木引渡ノ件左
記正ニ領収（沼津市縣有林内マツ枯損木）

昭和１７年度 (収)昭17.10.19 （個人名）

212 25 模範林（３冊の１） 領収証（マツ枯損木） 昭和１７年度 (収)昭17.10.19 駿東郡原町
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212 26 模範林（３冊の１） （標題なし）（領収書未着照会） 昭和１７年度 (収)昭17.10.12
駿豆木材株式会
社

212 27 模範林（３冊の１） 領収証（駿東郡片濱村縣有林マツ枯損木） 昭和１７年度 (収)昭17.10.12 駿東郡片濱村

212 28 模範林（３冊の１）
（標題なし）（駿東郡片濱村原町模範林内払下松
枯損木の引き渡し要請）

昭和１７年度 (収)昭17.10. 9
駿豆木材株式会
社

212 29 模範林（３冊の１） 千本濱縣有林枯損木引渡ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.10. 6
(施)昭17.10. 9

経済部山林課

212 30 模範林（３冊の１） 請書（沼津市松枯損木払下） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.18 （個人名）

212 31 模範林（３冊の１） 請書（駿東郡片濱村縣有林松枯損木払下） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.16 駿東郡片濱村長

212 32 模範林（３冊の１） 請書（駿東郡原村縣有林松枯損木払下） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.12 駿東郡原村長

212 33 模範林（３冊の１） 請書（駿東郡原町模範林内マツ枯損木払下） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.12
駿豆木材株式会
社

212 34 模範林（３冊の１） （官製はがき）（松枯損木払下に関する連絡文） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.14 （個人名）

212 35 模範林（３冊の１）
縣有林（千本）枯損木（薪材）払下ニ関スル各字
別材積調査ノ件

昭和１７年度
(起)昭17. 9.11
(施)昭17. 9.12

経済部山林課

212 36 模範林（３冊の１） 千本濱模範林枯損木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 8.31
(施)昭17. 9. 7

経済部山林課

212 37 模範林（３冊の１） 千本濱縣有林マツ枯損木払下ニ関スル件伺 昭和１７年度
(起)昭17. 8.11
(施)昭17. 8.11

経済部山林課

212 38 模範林（３冊の１）
請書（浜名郡北庄内村縣有林内小柴、大草等払
下）

昭和１７年度 (収)昭17. 9.12 浜名郡北庄内村

212 39 模範林（３冊の１）
昭和17年９月25日願大草山縣有模範林内雑産物払
下ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭17. 9.28
(施)昭17.10. 9

経済部山林課

212 40 模範林（３冊の１） 竹林ノ引受之証（安倍郡美和村模範林立竹払下） 昭和１７年度 (収)昭17. 9.21
静岡市牧野増蔵
商店

212 41 模範林（３冊の１） 縣模範竹林内竹材引渡領収書提出ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.11.19
(施)昭17.11.20

経済部山林課

212 42 模範林（３冊の１） 縣模範竹林内竹材引渡ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.10.12
(施)昭17.10.24

経済部山林課

212 43 模範林（３冊の１） 請書（安倍郡美和村縣有林立竹払下） 昭和１７年度 (収)昭17.10. 8 （個人名）
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212 44 模範林（３冊の１） 油山縣模範林竹林払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.10. 2
(施)昭17.10. 7

経済部山林課

212 45 模範林（３冊の１） 縣営模範竹林除却方ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17. 4.24 河港課

212 46 模範林（３冊の１） 油山縣模範林竹林払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 9.18
(施)昭17. 9.19

経済部山林課

212 47 模範林（３冊の１）
復命書（安倍郡美和村油山縣模範林内竹林皆伐調
査報告）

昭和１７年度 (収)昭17. 9.11 農林技手

212 48 模範林（３冊の１） 縣有模範林土地売却処分ノ件通知 昭和１７年度
(起)昭17.12.14
(施)昭17.12.14

経済部山林課

212 49 模範林（３冊の１） 縣有模範林土地所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.11. 7
(施)昭17.11. 7

経済部山林課

212 50 模範林（３冊の１）
縣有模範林土地地目変更及所有権移転登記嘱託ノ
件

昭和１７年度
(起)昭17.10. 7
(施)昭17.10. 7

経済部山林課

212 51 模範林（３冊の１） 縣有林土地台帳謄本交付ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 7.22
(施)昭17. 7.22

経済部山林課

212 52 模範林（３冊の１） 縣有林所有権移転登記料ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 8.15
(施)昭16. 8.23

経済部山林課

212 53 模範林（３冊の１） 縣有模範林土地地目変更及分筆登記嘱託ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 6.12
(施)昭15. 6.21

経済部山林課

212 54 模範林（３冊の１） 縣有林土地分筆申告ノ件 昭和１４年度
(起)昭15. 2.13
(施)昭15. 2.14

経済部山林課

212 55 模範林（３冊の１） 下阿多古村模範林立木引渡ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 9.26
(施)昭11. 9.29

経済部山林課

212 56 模範林（３冊の１） 下阿多古村模範林土地立木払下ノ件 昭和１１年度
(起)昭11. 6.30
(施)昭11. 7. 4

経済部山林課

212 57 模範林（３冊の１） 下阿多古村模範林土地立木払下ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 6.12
(施)昭11. 6.22

経済部山林課

212 58 模範林（３冊の１） 模範林土地払下ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 5.12
(施)昭11. 5.12

経済部山林課

212 59 模範林（３冊の１） 模範林土地立木払下処分ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11. 4.30
(決)昭11. 5.12

経済部山林課

212 60 模範林（３冊の１） 縣有模範林土地売却処分ノ件通知 昭和１７年度
(起)昭17.12.14
(施)昭17.12.14

経済部山林課

212 61 模範林（３冊の１） 土地所有権移転登記済証領収証提出ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.11.28
(施)昭17.12. 1

経済部山林課
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212 62 模範林（３冊の１） 土地所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 5.28
(施)昭17. 6. 1

経済部山林課

212 63 模範林（３冊の１） 縣有地分筆並所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 5.26
(施)昭17. 5.27

経済部山林課

212 64 模範林（３冊の１） 縣有林土地台帳謄本ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4.23
(施)昭17. 4.23

経済部山林課

212 65 模範林（３冊の１） 縣有林土地台帳謄本交付ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4.17
(施)昭17. 4.18

経済部山林課

212 66 模範林（３冊の１） 縣有林所有権移転登記料ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 8. 7
(施)昭16. 8. 7

経済部山林課

212 67 模範林（３冊の１） 縣有林所有権移転登記料ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.17
(施)昭16. 4.17

経済部山林課

212 68 模範林（３冊の１） 縣有林土地分筆申告ニ関スル件 昭和１５年度 (起)昭15.12. 9 経済部山林課

212 69 模範林（３冊の１） 縣有林土地分筆申告ニ関スル件 昭和１４年度
(起)昭14. 7.17
(施)昭14. 7.17

経済部山林課

212 70 模範林（３冊の１） 上阿多古村模範林払下地境界簿送付ノ件 昭和１２年度
(起)昭12. 5.31
(施)昭12. 6. 1

経済部山林課

212 71 模範林（３冊の１） 上阿多古村模範林土地立木引渡ニ関スル件 昭和１１年度
(起)昭11.12.10
(施)昭11.12.11

経済部山林課

212 72 模範林（３冊の１） 上阿多古村所在模範林払下地立木一部引渡ノ件 昭和１０年度
(起)昭10. 7. 5
(施)昭10. 7. 8

経済部山林課

212 73 模範林（３冊の１） 上阿多古村所在模範林立木一部引渡ノ件 昭和　９年度
(起)昭 9.11. 8
(施)昭 9.11.10

経済部山林課

212 74 模範林（３冊の１） 上阿多古村縣有林土地立木売買ノ件 昭和　９年度
(起)昭 9.10. 4
(施)昭 9.10. 5

経済部山林課

212 75 模範林（３冊の１） 上阿多古村模範林土地立木処分ノ件 昭和　９年度
(起)昭 9. 9.17
(施)昭 9. 9.29

経済部山林課

212 76 模範林（３冊の１）
復命書（磐田郡上阿多古村縣有林境界査定調査報
告）

昭和１２年度 (収)昭12. 5.18 農林技手

212 77 模範林（３冊の１） 払下物件搬出期限延期ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.12.15
(施)昭17.12.17

経済部山林課

212 78 模範林（３冊の１） 都田縣有林内払下立木引渡ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 3.14
(施)昭17. 3.18

経済部山林課

212 79 模範林（３冊の１）
昭和17年２月25日願都田縣有林内立木払下代金担
保物件納入ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭17. 2.25
(施)昭17. 3.13

経済部山林課
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212 80 模範林（３冊の１） 滝沢模範林内払下立木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭17. 1.30
(施)昭17. 2. 5

経済部山林課

212 81 模範林（３冊の１）
昭和16年９月20日願都田縣有林内立木払下ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16.12. 2
(施)昭16.12.19

経済部山林課

212 82 模範林（３冊の１） 滝沢縣有林松立木処分価格ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16.11.21 経済部山林課

212 83 模範林（３冊の１） 縣有地立木特別払下願 昭和１６年度 (収)昭16.11.21 引佐郡都田村

212 84 模範林（３冊の１） 陳情書 昭和１５年度 (収)昭15. 7. 1
天竜川木材商同
業組合

212 85 模範林（３冊の１） 縣有林払下願 昭和１５年度 (収)昭15. 8. 7
濱松製函工業組
合

212 86 模範林（３冊の１） 縣有林立木御払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 1. 6
引佐郡都田村滝
沢区

212 87 模範林（３冊の１） 立木払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 2. 8 （個人名）

212 88 模範林（３冊の１） 立木払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 2.27 鈴鹿製材工場

212 89 模範林（３冊の１） 縣有林立木払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 2.26 （個人名）

212 90 模範林（３冊の１） 縣有林立木払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 3
天竜川製函工業
組合

212 91 模範林（３冊の１） 払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 2 （個人名）

212 92 模範林（３冊の１） 縣有林立木払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 3.28 引佐郡都田村

212 93 模範林（３冊の１） 縣有林地払下御願 昭和１６年度 (収)昭16.  .  （個人名）

212 94 模範林（３冊の１） 縣有林立木払下願 昭和１６年度 (収)昭16. 5.14 （個人名）

212 95 模範林（３冊の１） 縣有林立木払下願 昭和１６年度 (収)昭16. 5.14 （個人名）

212 96 模範林（３冊の１） 立木払下御願 昭和１６年度 (収)昭16. 5.12 （個人名）

212 97 模範林（３冊の１） 縣有林立木払下願 昭和１６年度 (収)昭16. 5.19 （個人名）
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212 98 模範林（３冊の１）
昭和17年12月20日願阿多古縣有林内払下立木搬出
期限並土地一時使用延期ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭18. 1. 6
(施)昭18. 1. 7

経済部山林課

212 99 模範林（３冊の１） 縣有林内土地使用ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 4. 1
(施)昭17. 4. 2

経済部山林課

212 100 模範林（３冊の１）
昭和17年２月18日願上阿多古村縣有林内立木払下
人名義変更ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭17. 2.27
(施)昭17. 3. 3

経済部山林課

212 101 模範林（３冊の１） 阿多古縣有林内払下立木引渡ニ関スル件通知 昭和１６年度
(起)昭16.10.15
(施)昭16.10.22

経済部山林課

212 102 模範林（３冊の１）
請書（磐田郡上阿多古村クワンノウ縣有林内立木
払下）

昭和１６年度 (施)昭16.10.22 （個人名）

212 103 模範林（３冊の１）
昭和16年７月21日願阿多古縣有林立木払下ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 9. 9
(施)昭16. 9.13

経済部山林課

212 104 模範林（３冊の１） 阿多古縣有林立木売払予定価格ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16. 9. 6 経済部山林課

212 105 模範林（３冊の１） 陳情書（磐田郡光明村縣有林払下） 昭和１６年度 (収)昭16. 7.29 磐田郡光明村

212 106 模範林（３冊の１）
昭和18年２月26日願滝沢縣有林内払下木搬出期限
並土地使用期限延期ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭18. 3. 4
(施)昭18. 4. 9

経済部山林課

212 107 模範林（３冊の１）
昭和17年12月12日願滝沢縣有林内払下立木搬出期
限並土地一時使用期限延期ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭18. 1.20
(施)昭18. 1.21

経済部山林課

212 108 模範林（３冊の１） 請書（引佐郡都田村滝沢縣有林内土地借用） 昭和１６年度 (収)昭16.11. 8 （個人名）

212 109 模範林（３冊の１）
昭和16年10月10日願滝沢縣有林内土地使用ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16.10.22
(施)昭16.10.23

経済部山林課

212 110 模範林（３冊の１） 都田縣有林内払下立木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.10. 7
(施)昭16.10. 9

経済部山林課

212 111 模範林（３冊の１） 請書（引佐郡都田村滝沢縣有林マツ立木払下） 昭和１６年度 (収)昭16. 9. 8 （個人名）

212 112 模範林（３冊の１）
昭和16年６月４日願都田縣有林内マツ立木払下ノ
件許可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 8.21
(施)昭16. 9. 3

経済部山林課

212 113 模範林（３冊の１） 麁玉村地内縣有林払下薪材領収証送付ノ件 昭和１７年度 (収)昭18. 3. 6 麁玉村

212 114 模範林（３冊の１）
麁玉村地内縣有林内マツ風損木（薪材）引渡領収
書提出ノ件

昭和１７年度
(起)昭18. 2.23
(施)昭18. 2.24

経済部山林課

212 115 模範林（３冊の１） 麁玉村地内縣有林内払下薪材引渡ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 1. 8
(施)昭18. 1. 9

経済部山林課
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212 116 模範林（３冊の１） 請書（引佐郡麁玉村地内縣有林マツ風損木払下） 昭和１７年度 (収)昭17.12.17 引佐郡麁玉村

212 117 模範林（３冊の１） 麁玉村地内縣有林マツ風損木払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.12. 9
(施)昭17.12.10

経済部山林課

212 118 模範林（３冊の１） 縣模範竹林払下伐竹引渡ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 4. 8
(施)昭18. 4.16

経済部山林課

212 119 模範林（３冊の１） 請書（榛原郡金谷町二軒屋縣有林伐竹払下） 昭和１７年度 (収)昭18. 3.30 （個人名）

212 120 模範林（３冊の１） 請書（榛原郡初倉村縣有林伐竹払下） 昭和１６年度 (収)昭17. 3.30 （個人名）

212 121 模範林（３冊の１） 請書（磐田郡龍川村縣有林竹林間伐材払下） 昭和１６年度 (収)昭17. 3.29 （個人名）

212 122 模範林（３冊の１） 縣模範竹林内伐竹処分ノ件伺 昭和１７年度
(起)昭18. 3.20
(施)昭18. 3.25

経済部山林課

212 123 模範林（３冊の１） 領収書（千本濱縣有林マツ枯損木払下） 昭和１８年度 (収)昭18. 7.16 駿東郡片濱村長

212 124 模範林（３冊の１） 領収書（マツ枯損木（薪材）払下） 昭和１８年度 (収)昭18. 7.15 （個人名）

212 125 模範林（３冊の１）
千本濱縣模範林内払下枯損木（薪材）引渡ニ関ス
ル件

昭和１８年度
(起)昭18. 5.28
(施)昭18. 7. 2

経済部山林課

212 126 模範林（３冊の１） 請書（沼津市千本模範林マツ枯損木払下） 昭和１８年度 (収)昭18. 5. 2 （個人名）

212 127 模範林（３冊の１）
請書（駿東郡片濱村千本濱縣有模範林松枯損木払
下）

昭和１８年度 (収)昭18. 5. 6 駿東郡片濱村長

212 128 模範林（３冊の１） 請書（駿東郡原地内縣有林マツ枯損木払下） 昭和１８年度 (収)昭18. 5. 4 駿東郡原村長

212 129 模範林（３冊の１）
千本濱縣模範林マツ枯損木（薪材）払下ニ関スル
件

昭和１８年度
(起)昭18. 4. 1
(施)昭18. 5. 1

経済部山林課

212 130 模範林（３冊の１） 千本濱縣模範林マツ薪材払下ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭18. 3.11
(施)昭18. 3.11

経済部山林課

212 131 模範林（３冊の１） 森林火災国営保険契約継続ノ件伺 昭和１８年度
(起)昭18. 8.31
(決)昭18. 9. 7

経済部山林課

212 132 模範林（３冊の１） 縣有林森林火災国営保険証書保管方ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 8.17
(施)昭18. 8.17

経済部山林課

212 133 模範林（３冊の１） 森林火災国営保険契約申込ニ関スル件伺 昭和１７年度 (起)昭18. 2.25 経済部山林課
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212 134 模範林（３冊の１） 森林火災国営保険契約申込ニ関スル件伺 昭和１８年度
(起)昭18. 6.21
(決)昭18. 6.25

経済部山林課

212 135 模範林（３冊の１）
請書（田方郡大仁町田中山縣有林模範林手入事
業）

昭和１７年度 (収)昭17. 7.28 （個人名）

212 136 模範林（３冊の１）
請書（磐田郡光明村山東大澤縣有林縣模範林手入
事業）

昭和１７年度 (収)昭17. 8. 1 （個人名）

212 137 模範林（３冊の１）
請書（磐田郡上阿多古村白野クワンノン縣有林手
入事業）

昭和１７年度 (収)昭17. 7.28 （個人名）

212 138 模範林（３冊の１） 請書（引佐郡都田村滝沢縣有林植裁地手入） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.29 （個人名）

212 139 模範林（３冊の１） 請書（引佐郡井伊谷村万城寺縣有林植裁地手入） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.29 （個人名）

212 140 模範林（３冊の１） 請書（引佐郡井伊谷村三岳縣有林植裁地手入） 昭和１７年度 (収)昭17. 7.29 （個人名）

212 141 模範林（３冊の１） 縣模範林手入事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 7. 8
(施)昭17. 7.21

経済部山林課

212 142 模範林（３冊の１） 縣模範林手入事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭17. 6.25
(施)昭17. 7. 1

経済部山林課

212 143 模範林（３冊の１） 縣模範林手入事業見積書ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17. 7. 7 農林技手

212 144 模範林（３冊の１）
竣工届（磐田郡上阿多古村クワンノン縣有林地拵
事業）

昭和１７年度 (収)昭18. 3.15 （個人名）

212 145 模範林（３冊の１） 請書（引佐郡都田村滝沢縣有林植裁地地拵） 昭和１７年度 (収)昭18. 3.10 （個人名）

212 146 模範林（３冊の１）
請書（磐田郡上阿多古村クワンノン縣有林地拵事
業）

昭和１７年度 (収)昭18. 2.26 （個人名）

212 147 模範林（３冊の１） 請書（引佐郡井伊谷村三嶽縣模範林地拵事業） 昭和１７年度 (収)昭18. 2.27 （個人名）

212 148 模範林（３冊の１）
請書（田方郡大仁町田中山縣有林植裁地地拵事
業）

昭和１７年度 (収)昭18. 2.27 （個人名）

212 149 模範林（３冊の１） 請書（磐田郡光明村大沢縣有林地拵事業） 昭和１７年度 (収)昭18. 3.10 （個人名）

212 150 模範林（３冊の１） 縣模範林植裁地地拵事業施行伺 昭和１７年度
(起)昭18. 2. 8
(施)昭18. 2.16

経済部山林課

212 151 模範林（３冊の１） 赤佐縣有林人夫賃使用ニ関スル工程報告 昭和１８年度 (収)昭18. 5. 6 農林技手
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212 152 模範林（３冊の１） 植裁事業終了報告 昭和１８年度 (収)昭18. 4.23 看守人

212 153 模範林（３冊の１） 縣有林植裁事業施行伺 昭和１８年度
(起)昭18. 4. 1
(施)昭18. 4. 8

経済部山林課

212 154 模範林（３冊の１）
（標題なし）（縣有林植裁用山林用苗木納入完了
ニ伴ウ請求事務手続）

昭和１８年度 (収)昭18. 5. 7
静岡県西遠種苗
組合

212 155 模範林（３冊の１） 苗木検収報告ノ件 昭和１８年度 (収)昭18. 4.28 林業手

212 156 模範林（３冊の１） 昭和18年度縣有林植裁用山出苗購入ノ件伺 昭和１８年度 (起)昭18. 4. 8 経済部山林課

212 157 模範林（３冊の１）
縣模範林植裁用苗木仮植土地一時借受ニ関スル件
伺

昭和１７年度
(起)昭18. 3.18
(施)昭18. 3.20

経済部山林課

212 158 模範林（３冊の１） 請書送付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17.10.20 駿東郡原町

212 159 模範林（３冊の１） 縣有模範林雑産物払下ノ件 昭和１７年度
(起)昭17.10.12
(施)昭17.10.15

経済部山林課

213 1 模範林（３冊の２） 受領書 昭和１６年度 (収)昭16.10.23 （個人名）

213 2 模範林（３冊の２） 領収証 昭和１６年度 (収)昭16.11.27 駿東郡原町

213 3 模範林（３冊の２） 領収証 昭和１６年度 (収)昭16.11. 7 駿東郡片濱村

213 4 模範林（３冊の２） 千本縣有林枯損木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.11.20
(施)昭16.11.22

経済部山林課

213 5 模範林（３冊の２） 千本縣有林枯損木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.10.30
(施)昭16.11. 4

経済部山林課

213 6 模範林（３冊の２） 請書（駿東郡原町千本縣有林マツ枯損木払下） 昭和１６年度 (収)昭16. 9.29 駿東郡原町

213 7 模範林（３冊の２） 請書（沼津市本字千本縣有林松枯損木払下） 昭和１６年度 (収)昭16. 9.17 （個人名）

213 8 模範林（３冊の２） 請書（駿東郡片濱村千本縣有林マツ枯損木払下） 昭和１６年度 (収)昭16. 9.27 駿東郡片濱村

213 9 模範林（３冊の２）
昭和16年８月　日願千本模範林枯損木払下ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 9. 4
(施)昭16. 9. 9

経済部山林課

213 10 模範林（３冊の２） 千本縣有林松枯損木払下許可申請 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 4 駿東郡原町
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213 11 模範林（３冊の２） 千本縣有林マツ枯損木売払ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 8.29
(施)昭16. 8.30

経済部山林課

213 12 模範林（３冊の２） 千本縣有林松枯損木払下願 昭和１６年度 (収)昭16. 8.26 駿東郡片濱村

213 13 模範林（３冊の２） 枯損木払下願 昭和１６年度 (収)昭16. 8.23
沼津市市道縣模
範林組合

213 14 模範林（３冊の２） 千本縣有林マツ枯損木売払ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 8.19
(施)昭16. 8.20

経済部山林課

213 15 模範林（３冊の２）
昭和17年１月18日願滝澤縣有林内払下物件搬出期
限延期ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭17. 1.24
(施)昭17. 1.28

経済部山林課

213 16 模範林（３冊の２） 縣有林払下立木搬出期限延期願 昭和１６年度 (収)昭17. 1.22 （個人名）

213 17 模範林（３冊の２）
昭和15年11月24日願縣有林内土地一時使用ノ件許
可ス

昭和１５年度
(起)昭15.11.29
(施)昭15.12. 4

経済部山林課

213 18 模範林（３冊の２） 縣有地一時使用願 昭和１５年度 (収)昭15.11.28 （個人名）

213 19 模範林（３冊の２） 領収書 昭和１５年度 (収)昭15. 8.29 （個人名）

213 20 模範林（３冊の２） 滝澤縣有林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１５年度
(起)昭15. 8.30
(施)昭15. 9. 2

経済部山林課

213 21 模範林（３冊の２）
請書（引佐郡都田村滝澤縣有林マツ、ザツ、モミ
ツガ払下）

昭和１５年度 (収)昭15. 8.10 （個人名）

213 22 模範林（３冊の２） 昭和15年４月20日願縣有林立木払下ノ件許可ス 昭和１５年度
(起)昭15. 7.27
(施)昭15. 8. 7

経済部山林課

213 23 模範林（３冊の２） 縣有林立木払下願 昭和１５年度 (収)昭15. 4.23 （個人名）

213 24 模範林（３冊の２）
都田村滝澤模範林63、64林班内立木処分予定価格
ノ件

昭和１５年度 (起)昭15. 7.15 経済部山林課

213 25 模範林（３冊の２）
昭和16年12月28日願阿多古縣有林内土地使用延期
ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭17. 1.19
(施)昭17. 1.20

経済部山林課

213 26 模範林（３冊の２） 縣有林土地一時使用延期願 昭和１６年度 (収)昭16.12.28 （個人名）

213 27 模範林（３冊の２） 昭和16年１月26日願縣有林内土地使用ノ件許可ス 昭和１５年度
(起)昭16. 2.12
(施)昭16. 2.14

経済部山林課

213 28 模範林（３冊の２） 縣有地一時使用願 昭和１５年度 (収)昭16. 2. 8 （個人名）
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213 29 模範林（３冊の２）
昭和16年１月24日願上阿多古村縣有模範林立木払
下人名義変更ノ件許可ス

昭和１５年度
(起)昭16. 1.29
(施)昭16. 2. 4

経済部山林課

213 30 模範林（３冊の２） 払下立木名義変更御願 昭和１５年度 (収)昭16. 1.30
磐田郡上阿多古
村長

213 31 模範林（３冊の２） 請書（磐田郡上阿多古村縣有林松外払下） 昭和１５年度 (収)昭15. 9. 7
磐田郡上阿多古
村長

213 32 模範林（３冊の２） 昭和15年６月12日願縣有林立木払下ノ件許可ス 昭和１５年度
(起)昭15. 8.21
(施)昭15. 8.30

経済部山林課

213 33 模範林（３冊の２） 請願書 昭和１５年度 (収)昭15. 6.13
磐田郡上阿多古
村

213 34 模範林（３冊の２） 岩松縣模範竹林受領ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.12.17 富士郡岩松村

213 35 模範林（３冊の２） 岩松縣模範竹林引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.12. 5
(施)昭16.12.11

経済部山林課

213 36 模範林（３冊の２）
昭和16年10月９日願松岡縣模範竹林払下ノ件許可
ス

昭和１６年度
(起)昭16.10.22
(施)昭16.10.29

経済部山林課

213 37 模範林（３冊の２） 縣有竹林払下願 昭和１６年度 (収)昭16.10.13 富士郡岩松村

213 38 模範林（３冊の２） 竹林払下ニ関スル陳情書 昭和１６年度 (収)昭16.10. 9 富士郡岩松村

213 39 模範林（３冊の２） 縣有竹林払下願 昭和１６年度 (収)昭16. 9. 6 富士郡岩松村

213 40 模範林（３冊の２） 航空灯台建設敷地ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 5.27
(施)昭17. 6.13

経済部山林課

213 41 模範林（３冊の２） 航空灯台建設敷地ニ関スル件 昭和１６年度 (収)昭16.11.26 航空局

213 42 模範林（３冊の２）
昭和16年４月25日願阿多古模範林内継続土地使用
願ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 5. 3
(施)昭16. 5. 5

経済部山林課

213 43 模範林（３冊の２） 縣有土地一時使用継続願ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 4.28 農業技手

213 44 模範林（３冊の２） 縣有土地一時使用継続願 昭和１６年度 (収)昭16. 4.28 （個人名）

213 45 模範林（３冊の２）
昭和15年２月14日願模範林土地一時使用ノ件許可
ス

昭和１５年度
(起)昭15. 4. 5
(施)昭15. 4.12

経済部山林課

213 46 模範林（３冊の２） 縣有土地一時使用願 昭和１５年度 (収)昭15. 4. 5 （個人名）
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213 47 模範林（３冊の２）
14山第1448号昭和15年１月９日ヲ以テ静岡縣経済
部ヨリ引渡相候左記物件実地検査ノ上受領

昭和１４年度 (収)昭15. 1.15 （個人名）

213 48 模範林（３冊の２）
上阿多古村クワンノウ模範林内立木引渡ニ関スル
件通知

昭和１４年度
(起)昭15. 1. 8
(施)昭15. 1.10

経済部山林課

213 49 模範林（３冊の２）
請書（磐田郡上阿多古村クワンノウ縣有林内マツ
立木ホカ払下）

昭和１４年度 (収)昭15. 1. 8 （個人名）

213 50 模範林（３冊の２）
昭和14年８月11日願クワンノウ模範林立木払下ノ
件許可ス

昭和１４年度
(起)昭14.12.23
(施)昭14.12.26

経済部山林課

213 51 模範林（３冊の２） 復命書 昭和１４年度 (収)昭14.12.22 農林技手

213 52 模範林（３冊の２）
請書（磐田郡上阿多古村クワンノウ縣有林地拵事
業）

昭和１６年度 (収)昭17. 1.29 （個人名）

213 53 模範林（３冊の２） 請書（磐田郡光明村大沢縣有林地拵事業） 昭和１６年度 (収)昭16.12.26 （個人名）

213 54 模範林（３冊の２） 請書（引佐郡都田村滝沢縣有林地拵事業） 昭和１６年度 (収)昭16.12.29 （個人名）

213 55 模範林（３冊の２）
請書（引佐郡井伊谷村万城寺・三嶽縣有林地拵事
業）

昭和１６年度 (収)昭17. 1. 6 （個人名）

213 56 模範林（３冊の２） 縣有林地拵事業施行ノ件 昭和１６年度 (起)昭17. 1.14 経済部山林課

213 57 模範林（３冊の２） 光明外四、模範林地拵事業施行ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.12.16
(施)昭16.12.23

経済部山林課

213 58 模範林（３冊の２） 請書（田方郡大仁町田中山縣有林植裁地地拵） 昭和１７年度 (収)昭17. 4. 8 （個人名）

213 59 模範林（３冊の２） 田中縣有林地拵事業施行ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 3.20
(決)昭17. 3.30
(施)昭17. 4. 1

経済部山林課

213 60 模範林（３冊の２） 縣模範林植裁事業ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 4. 1
(施)昭17. 4.10

経済部山林課

213 61 模範林（３冊の２）
昭和17年３月24日願神座元縣模範林竹林棚園払下
ノ件許可ス

昭和１７年度
(起)昭17. 4.15
(施)昭17. 4.15

経済部山林課

213 62 模範林（３冊の２） 神座縣模範竹林引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.12. 5
(施)昭16.12.11

経済部山林課

213 63 模範林（３冊の２）
昭和16年８月20日願神座縣模範林竹林払下ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 8.30
(施)昭16.10. 4

経済部山林課

213 64 模範林（３冊の２） 領収書 昭和１５年度 (収)昭16. 1. 6 （個人名）
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213 65 模範林（３冊の２） 縣有林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１５年度
(起)昭15.12.23
(施)昭15.12.27

経済部山林課

213 66 模範林（３冊の２） 昭和15年４月20日願縣有林内立木払下ノ件許可ス 昭和１５年度
(起)昭15.12.16
(施)昭15.12.17

経済部山林課

213 67 模範林（３冊の２） 田中山模範林間伐事業請負ノ件通知 昭和１５年度
(起)昭15. 8.  
(施)昭15. 8.16

経済部山林課

213 68 模範林（３冊の２） 模範林間伐事業施行ノ件 昭和１５年度
(起)昭15. 8. 2
(施)昭15. 8. 3

経済部山林課

213 69 模範林（３冊の２） 領収証 昭和１７年度 (収)昭17. 8.20 （個人名）

213 70 模範林（３冊の２） 田中縣有林内立木引渡ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.12. 5
(施)昭16.12.21

経済部山林課

213 71 模範林（３冊の２）
昭和16年10月６日願田中山縣有林内立木払下ノ件
許可ス

昭和１６年度
(起)昭16.10.14
(施)昭16.10.14

経済部山林課

213 72 模範林（３冊の２） 縣有林内払下立木引請書 昭和１７年度 (収)昭17. 4.28 引佐郡麁玉村

213 73 模範林（３冊の２） 麁玉縣有林内払下立木引渡ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 4.10
(施)昭17. 4.13

経済部山林課

213 74 模範林（３冊の２）
昭和16年10月22日願麁玉縣有林内立木払下ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭17. 2.27
(施)昭17. 3. 6

経済部山林課

213 75 模範林（３冊の２）
昭和16年１月19日願縣有林土地一時使用ノ件許可
ス

昭和１５年度
(起)昭16. 2. 7
(施)昭16. 2.10

経済部山林課

213 76 模範林（３冊の２） 縣有林立木領収証 昭和１５年度 (収)昭16. 1.30
天竜川製函工業
組合理事

213 77 模範林（３冊の２） 縣有林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１５年度
(起)昭16. 1.18
(施)昭16. 1.22

経済部山林課

213 78 模範林（３冊の２）
昭和16年１月13日願立木払下代金代用物件納入ノ
件許可ス

昭和１５年度
(起)昭16. 1.13
(施)昭16. 1.15

経済部山林課

213 79 模範林（３冊の２）
昭和15年11月27日願大澤縣有模範林立木代第２回
分納入変更ノ件許可ス

昭和１５年度
(起)昭15.11.29
(施)昭15.12. 5

経済部山林課

213 80 模範林（３冊の２） 領収証 昭和１５年度 (収)昭16. 1.13 （個人名）

213 81 模範林（３冊の２） 縣有林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１５年度
(起)昭15. 8.31
(施)昭15. 8.31

経済部山林課

213 82 模範林（３冊の２）
昭和15年８月24日願立木払下代金代用物件納入ノ
件許可ス

昭和１５年度 (起)昭15. 8.31 経済部山林課
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213 83 模範林（３冊の２） 請書（磐田郡光明村大澤縣有林内スギ外払下） 昭和１５年度 (収)昭15. 8.10 （個人名）

213 84 模範林（３冊の２） 昭和15年８月２日願縣有林内立木払下ノ件許可ス 昭和１５年度
(起)昭15. 8. 3
(施)昭15. 8. 9

経済部山林課

213 85 模範林（３冊の２） 光明縣有林立木売却予定価格ニ関スル件 昭和１５年度 (起)昭15. 7.30 経済部山林課

213 86 模範林（３冊の２） 復命書 昭和１５年度 (収)昭15. 5.17 農林技手

213 87 模範林（３冊の２） 縣有林立木払下願 昭和１５年度 (収)昭15. 8. 2
天竜川製函工業
組合理事

213 88 模範林（３冊の２） 資材優先払下方ノ件照会 昭和１５年度 (収)昭15. 7.11 陸軍兵器本部

213 89 模範林（３冊の２） 縣有林立木払下願 昭和１５年度 (収)昭15. 8. 1
浜松建具家具工
業組合

213 90 模範林（３冊の２） 昭和15年度木材使用予想量調査報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭15. 7.10
浜松建具家具工
業組合

213 91 模範林（３冊の２） 売買契約書（素箱） 昭和１５年度 (施)昭15. 4. 1
名古屋陸軍造兵
廠会計課

213 92 模範林（３冊の２） 売買契約書（素箱） 昭和１５年度 (施)昭15. 4. 1
名古屋陸軍造兵
廠会計課

213 93 模範林（３冊の２） 売買契約書（素箱） 昭和１５年度 (施)昭15. 4.15
名古屋陸軍造兵
廠会計課

213 94 模範林（３冊の２） 売買契約書（素箱） 昭和１５年度 (施)昭15. 4. 1
名古屋陸軍造兵
廠会計課

213 95 模範林（３冊の２） 売買契約書（素箱） 昭和１５年度 (施)昭15. 4.22
名古屋陸軍造兵
廠会計課

213 96 模範林（３冊の２） 昭和14年度木材使用実績調査報告ノ件 昭和１５年度 (収)昭15. 6.11
浜松建具家具工
業組合

213 97 模範林（３冊の２） 縣有林払下願陳情書 昭和１４年度 (収)昭15. 3.18
浜松建具家具工
業組合

213 98 模範林（３冊の２） 請願書 昭和１５年度 (収)昭15. 7.11
天竜川材木商同
業組合

213 99 模範林（３冊の２） 模範林土地所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１６年度 (収)昭17. 1. 6 引佐郡気賀町

213 100 模範林（３冊の２） 模範林土地所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１６年度
(起)昭16.12.23
(施)昭16.12.26

経済部山林課
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213 101 模範林（３冊の２） 模範林土地所有権移転登記済証送付ノ件 昭和１５年度
(起)昭16. 3.24
(施)昭16. 3.25

経済部山林課

213 102 模範林（３冊の２） 所有権移転登記嘱託ノ件 昭和１５年度
(起)昭16. 3.20
(施)昭16. 3.20

経済部山林課

213 103 模範林（３冊の２）
売買土地所有権移転登記並物件受渡請求書返戻方
ニ関スル件

昭和１５年度
(起)昭16. 3.20
(施)昭16. 3.20

経済部山林課

213 104 模範林（３冊の２） 縣有林土地地目変更登記嘱託ノ件 昭和１４年度
(起)昭14. 6.27
(施)昭14. 6.30

経済部山林課

213 105 模範林（３冊の２） 模範林土地引渡ニ関スル件通知 昭和１４年度
(起)昭14. 6. 8
(施)昭14. 6.28

経済部山林課

213 106 模範林（３冊の２） 模範林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１３年度
(起)昭13.10.15
(施)昭13.10.20

経済部山林課

213 107 模範林（３冊の２） 根本山模範林土地立木売却処分ノ件 昭和１３年度
(起)昭13. 5.27
(施)昭13. 6. 4

経済部山林課

213 108 模範林（３冊の２） 根本山模範林土地立木売却処分ノ件 昭和１３年度
(起)昭13. 4.25
(施)昭13. 5.17

経済部山林課

213 109 模範林（３冊の２） 根本山模範林土地立木売却処分ニ関スル件 昭和１２年度 (起)昭13. 3.28 経済部山林課

213 110 模範林（３冊の２） 千本模範林立木売却処分ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 4.18
(施)昭16. 4.23

経済部山林課

213 111 模範林（３冊の２） 千本模範林立木売却ニ関スル件 昭和１５年度
(起)昭16. 3. 8
(施)昭16. 3.26

経済部山林課

213 112 模範林（３冊の２） 縣有林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１５年度
(起)昭16. 2.13
(施)昭16. 2.19

経済部山林課

213 113 模範林（３冊の２） 模範林立木引渡ニ関スル件通知 昭和１５年度
(起)昭16. 1. 2
(施)昭16. 2. 5

経済部山林課

213 114 模範林（３冊の２） 千本浜模範林立木売却ニ関スル件通知 昭和１５年度
(起)昭15. 9.12
(施)昭15.11. 2

経済部山林課

213 115 模範林（３冊の２） 縣有林払下立木領収証 昭和１６年度 (収)昭17. 2.17
天竜川製函工業
組合

213 116 模範林（３冊の２） 光明縣有林内払下立木引渡ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭17. 1.  
(施)昭17. 2. 9

経済部山林課

213 117 模範林（３冊の２）
昭和17年１月23日願光明縣有林内立木払下代金代
用物件納入ノ件許可ス

昭和１６年度
(起)昭17. 1.24
(施)昭17. 2. 3

経済部山林課

213 118 模範林（３冊の２） 光明縣有林内払下立木引渡ニ関スル件 昭和１６年度
(起)昭16. 9.25
(施)昭16. 9.26

経済部山林課
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213 119 模範林（３冊の２）
昭和16年４月10日願光明縣有林内立木払下ノ件許
可ス

昭和１６年度
(起)昭16. 9. 8
(施)昭16. 9.13

経済部山林課

213 120 模範林（３冊の２） 光明縣有林立木売払予定価格ニ関スル件 昭和１６年度 (起)昭16. 9. 3 経済部山林課

213 121 模範林（３冊の２） 縣有林立木払下願 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 3
天竜川製函工業
組合

213 122 模範林（３冊の２） 森林火災国営保険契約継続承諾通知書 昭和１７年度 (施)昭17. 9.30 静岡縣知事

213 123 模範林（３冊の２） 森林火災国営保険契約継続ノ件伺 昭和１７年度 (起)昭17. 9.19 経済部山林課

214 1 模範林（３冊の３） 領収書 昭和１８年度 (収)昭18. 8.28
天竜川木材株式
会社

214 2 模範林（３冊の３） 光明縣有林内払下立木残部引渡ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.25
(施)昭18. 6.25

経済部山林課

214 3 模範林（３冊の３） 光明縣有林内払下立木一部引渡ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17.12. 1
(施)昭17.12.10

経済部山林課

214 4 模範林（３冊の３） 光明縣有林立木売却処分ニ関スル件 昭和１７年度
(起)昭17. 9. 7
(施)昭17. 9.17

経済部山林課

214 5 模範林（３冊の３） 光明縣有林立木売却予定価格ニ関スル件 昭和１７年度 (起)昭17. 9. 2 経済部山林課

214 6 模範林（３冊の３） 陳情書 昭和１７年度 (収)昭17. 8.13 磐田郡光明村

214 7 模範林（３冊の３） 払下物件受領証送付ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 7.15
浜名郡・浜松市
製茶資材購入製
作組合

214 8 模範林（３冊の３） 麁玉縣有林内払下松（薪材）引渡ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 7.12
(施)昭18. 7.12

経済部山林課

214 9 模範林（３冊の３） 麁玉縣有模範林内払下マツ薪材払下ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.30
(施)昭18. 7. 7

経済部山林課

214 10 模範林（３冊の３） 千本濱縣模範林内松立木並伐採木領収ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 7.20
静岡県木材株式
会社

214 11 模範林（３冊の３）
千本濱縣模範林内マツ立木並伐採木引渡ニ関スル
件

昭和１８年度
(起)昭18. 7.16
(施)昭18. 7.17

経済部山林課

214 12 模範林（３冊の３） 千本濱縣模範林内立木売却処分ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 7.14
(施)昭18. 7.15

経済部山林課

214 13 模範林（３冊の３） 縣有林立木売払予定価格ニ関スル件 昭和１８年度 (起)昭18. 7.10 経済部山林課
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214 14 模範林（３冊の３） 千本濱縣有林内マツ立木払下ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 7. 2
(施)昭18. 7. 6

経済部山林課

214 15 模範林（３冊の３） 千本濱縣有林内マツ立木並伐採木払下ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 7.14
(施)昭18. 7.15

経済部山林課

214 16 模範林（３冊の３） 縣有林立木売払予定価格ニ関スル件 昭和１８年度 (起)昭18. 7.10 経済部山林課

214 17 模範林（３冊の３） 千本濱縣模範林内マツ立木払下ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 7.10
(施)昭18. 7.12

経済部山林課

214 18 模範林（３冊の３） 払下物件受領証送付ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 7.31
浜名郡・浜松市
製茶資材購入製
作組合

214 19 模範林（３冊の３） 大章山縣模範林内払下松（薪材）引渡ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 7.12
(施)昭18. 7.29

経済部山林課

214 20 模範林（３冊の３） 縣模範林内薪材払下ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.24
(施)昭18. 7. 2

経済部山林課

214 21 模範林（３冊の３） 領収書 昭和１８年度 (収)昭18. 8.24
静浦船渠株式会
社

214 22 模範林（３冊の３）
千本濱縣模範林内払下松根株（薪材）引渡ニ関ス
ル件

昭和１８年度
(起)昭18. 8.20
(施)昭18. 8.20

経済部山林課

214 23 模範林（３冊の３）
昭和18年８月２日願千本濱縣模範林内松根株（薪
材）払下ニ関スル件許可ス

昭和１８年度
(起)昭18. 8. 3
(施)昭18. 8.10

経済部山林課

214 24 模範林（３冊の３） 領収書 昭和１８年度 (収)昭18.10.11 浜名郡北庄内村

214 25 模範林（３冊の３）
大草山縣有林内払下マツ間伐材（薪材）引渡ニ関
スル件

昭和１８年度
(起)昭18. 8.18
(施)昭18.10. 6

経済部山林課

214 26 模範林（３冊の３） 縣有模範林内間伐材払下ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 8. 3
(施)昭18. 8.10

経済部山林課

214 27 模範林（３冊の３） 領収書 昭和１７年度 (収)昭17.11.17 浜松燃料組合

214 28 模範林（３冊の３） 滝沢縣有林内払下木引渡ノ件伺 昭和１７年度
(起)昭17.10.24
(施)昭17.11. 5

経済部山林課

214 29 模範林（３冊の３） 瀧澤縣有林内マツ並雑木払下ノ件伺 昭和１７年度
(起)昭17.10. 7
(施)昭17.10.15

経済部山林課

214 30 模範林（３冊の３） 復命書 昭和１７年度 (収)昭17. 9.10 農林技手

214 31 模範林（３冊の３） 請願書 昭和１４年度 (収)昭14. 7.10
中遠製函工業組
合
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214 32 模範林（３冊の３） 縣有林造材及立木受特売者トシテ御選定方要請 昭和１４年度 (収)昭14. 9.10
浜松製函工業組
合

214 33 模範林（３冊の３） 領収書 昭和１８年度 (収)昭18.11. 8 （個人名）

214 34 模範林（３冊の３） 田中山縣模範林内払下事務所引渡ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18.11. 2
(施)昭18.11. 6

経済部山林課

214 35 模範林（３冊の３） 田中山縣有林事務所払下に関する件 昭和１８年度
(起)昭18.10.11
(施)昭18.10.29

経済部山林課

214 36 模範林（３冊の３） 田中山縣模範林事務所払下ノ件伺 昭和１８年度
(起)昭18. 9.17
(施)昭18.10. 4

経済部山林課

214 37 模範林（３冊の３） 請書（磐田郡光明村大沢縣有林手入事業） 昭和１８年度 (収)昭18. 8.20
追補責任光明村
森林組合

214 38 模範林（３冊の３） 請書（引佐郡井伊谷村万城寺縣有林手入事業） 昭和１８年度 (収)昭18. 8. 6 （個人名）

214 39 模範林（３冊の３） 請書（引佐郡都田村滝澤縣有林手入事業） 昭和１８年度 (収)昭18. 8. 3 （個人名）

214 40 模範林（３冊の３） 請書（引佐郡井伊谷村三獄縣有林手入事業） 昭和１８年度 (収)昭18. 8. 3 （個人名）

214 41 模範林（３冊の３） 請書（田方郡大仁町田中山縣有林手入事業） 昭和１８年度 (収)昭18. 7.28 （個人名）

214 42 模範林（３冊の３）
請書（磐田郡上阿多古村白野クワンノウ縣有林手
入事業）

昭和１８年度 (収)昭18. 7.31 （個人名）

214 43 模範林（３冊の３） 縣模範林手入事業ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 7.13
(施)昭18. 7.24

経済部山林課

214 44 模範林（３冊の３） 縣模範林手入事業施行ニ関スル件 昭和１８年度
(起)昭18. 6.22
(施)昭18. 6.22

経済部山林課

215 1 定置漁業許可関係綴 定置漁業網型其他試験実施ノ件 昭和１７年度
(起)昭17. 7. 8
(決)昭17. 8. 7
(施)昭17. 8. 7

経済部水産課

215 2 定置漁業許可関係綴 昭和17年４月１日付願定置漁業ノ件免許ス 昭和１７年度 (起)昭17. 6. 4 経済部水産課

215 3 定置漁業許可関係綴
昭和19年５月30日付申請免許定第508号漁業権存
続期間更新ノ件免許ス

昭和１９年度
(起)昭19.12.17
(施)昭20. 1. 6

経済部水産課

215 4 定置漁業許可関係綴 昭和20年４月14日付願定置漁業ノ件免許ス 昭和２０年度
(起)昭20. 5.25
(決)昭20. 6.13
(施)昭20. 9.17

経済部水産課

215 5 定置漁業許可関係綴 定置漁業権変更許可ノ件 昭和２０年度
(起)昭20. 6. 6
(施)昭20. 9.17

経済部水産課
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215 6 定置漁業許可関係綴 左ノ通漁業権ノ廃棄届出アリタリ 昭和２０年度 (起)昭20. 6.13
経済第一部水産
課

215 7 定置漁業許可関係綴 定置漁業権抹消登録申請ノ件 昭和２０年度 (起)昭20. 6.13
経済第一部水産
課

215 8 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件伺 昭和２０年度
(起)昭20. 6.22
(施)昭20. 9.17

経済第一部水産
課

215 9 定置漁業許可関係綴 左ノ通漁業権ノ廃棄届出アリタリ 昭和２０年度 (起)昭20. 6.13
経済第一部水産
課

215 10 定置漁業許可関係綴 定置漁業権抹消登録申請ノ件 昭和２０年度 (起)昭20. 6.13
経済第一部水産
課

215 11 定置漁業許可関係綴 定置漁業存続期間更新免許ノ件 昭和２０年度
(起)昭20. 7. 3
(施)昭20. 9.17

経済第一部水産
課

215 12 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許ノ件伺 昭和２０年度
(起)昭20. 8.13
(施)昭20. 9.24

経済第一部水産
課

215 13 定置漁業許可関係綴
昭和20年５月13日付申請免許定第469号漁業権存
続期間更新ノ件免許ス

昭和２０年度
(起)昭20. 8.14
(施)昭20. 9.17

経済第一部水産
課

215 14 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件伺 昭和２０年度
(起)昭20.10. 4
(施)昭20.10.26

経済第一部水産
課

215 15 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件伺 昭和２０年度
(起)昭20.10.13
(施)昭20.10.25

経済第一部水産
課

215 16 定置漁業許可関係綴
昭和20年５月30日付申請免許定第754、755号漁業
権存続期間更新ノ件免許ス

昭和２０年度 (起)昭20.10.31
経済第一部水産
課

215 17 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件伺 昭和２０年度
(起)昭20.10.23
(施)昭20.10.29

経済第一部水産
課

215 18 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件伺（６件） 昭和２０年度 (起)昭20.10.31
経済第一部水産
課

215 19 定置漁業許可関係綴
昭和20年12月７日付申請免許定第652、653、655
号漁業権存続期間更新ノ件免許ス

昭和２０年度
(起)昭20.12. 8
(施)昭21. 1. 9

経済第一部水産
課

215 20 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件 昭和２０年度
(起)昭20.11.22
(施)昭20.12.11

経済第一部水産
課

215 21 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許願ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20.11.24
(施)昭20.11.27

経済第一部水産
課

215 22 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許ノ件（２件） 昭和２０年度
(起)昭21. 1.29
(施)昭21. 2.15

経済第一部水産
課

215 23 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20.11.24
(施)昭20.11.27

経済第一部水産
課
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215 24 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許ノ件 昭和２１年度 (起)昭21. 4.25 経済部水産課

215 25 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許願ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20.11.24
(施)昭20.11.27

経済第一部水産
課

215 26 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許ノ件 昭和２１年度
(起)昭21. 5.31
(施)昭21. 6.17

経済部水産課

215 27 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件伺 昭和２１年度
(起)昭21. 5.28
(施)昭21. 6. 5

経済部水産課

215 28 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件伺 昭和２１年度
(起)昭21. 5. 1
(決)昭21. 5.13

経済部水産課

215 29 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許ノ件 昭和２１年度
(起)昭21. 5.22
(施)昭21. 5.28

経済部水産課

215 30 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件 昭和２１年度
(起)昭21. 5. 3
(決)昭21. 5.13

経済部水産課

215 31 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許ノ件 昭和２１年度
(起)昭21. 6.13
(決)昭21. 6.20

経済部水産課

215 32 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許ノ件伺 昭和２１年度
(起)昭21. 5.17
(決)昭21. 5.23
(施)昭21. 6.18

経済部水産課

215 33 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21. 8.26
(決)昭21. 8.31
(施)昭21. 9.19

経済部水産課

215 34 定置漁業許可関係綴 定置漁業免許の件 昭和２１年度
(起)昭21. 9.14
(決)昭21. 9.17
(施)昭21.10.15

経済部水産課

215 35 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件伺 昭和２１年度
(起)昭21. 9.26
(決)昭21.10. 5

経済部水産課

215 36 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度 (起)昭21.10.16 経済部水産課

215 37 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10. 1
(決)昭21.10.16
(施)昭21.10.19

経済部水産課

215 38 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10. 7
(決)昭21.10.15
(施)昭21.10.15

経済部水産課

215 39 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10.14
(決)昭21.10.24
(施)昭21.10.26

経済部水産課

215 40 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10.15
(決)昭21.10.24
(施)昭21.10.26

経済部水産課

215 41 定置漁業許可関係綴 定置漁免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10.23
(施)昭22. 1.10

経済部水産課

304 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

215 42 定置漁業許可関係綴 定置漁免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10.23
(施)昭22. 1.10

経済部水産課

215 43 定置漁業許可関係綴 定置漁免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10.23
(施)昭22. 1.10

経済部水産課

215 44 定置漁業許可関係綴 定置漁免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10.23
(施)昭22. 1.10

経済部水産課

215 45 定置漁業許可関係綴 定置漁免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.10.23
(施)昭22. 1.10

経済部水産課

215 46 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.11.12
(決)昭21.11.16
(施)昭21.11.19

経済部水産課

215 47 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.11.12
(決)昭21.11.16
(施)昭21.11.19

経済部水産課

215 48 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.11.12
(決)昭21.11.16
(施)昭21.11.19

経済部水産課

215 49 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.11.12
(決)昭21.11.16
(施)昭21.11.19

経済部水産課

215 50 定置漁業許可関係綴 定置漁業権存続期間更新免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.11.12
(決)昭21.11.16
(施)昭21.11.29

経済部水産課

215 51 定置漁業許可関係綴 定置漁免許の件 昭和２１年度
(起)昭21.11.13
(決)昭21.11.16
(施)昭21.11.19

経済部水産課

216 1 明治18年官員辞令留（庶務課） 明治18年官員辞令留（庶務課）
明治１７年度

～
明治１８年度

静岡県庶務課

217 1
明治22年、明治23年官員辞令留
（知事官房）

明治22年、明治23年官員辞令留（知事官房）
明治２１年度

～
明治２３年度

静岡県知事官房

218 1
明治24年、明治25年官員辞令留
（知事官房）

明治24年、明治25年官員辞令留（知事官房）
明治２３年度

～
明治２５年度

静岡県知事官房

219 1 明治26年官員辞令留（知事官房） 明治26年官員辞令留（知事官房）
明治２５年度

～
明治２６年度

静岡県知事官房

220 1
明治30年、明治31年官員辞令留
（知事官房）

明治30年、明治31年官員辞令留（知事官房）
明治２９年度

～
明治３１年度

静岡県知事官房

221 1 明治32年官員辞令留（官房） 明治32年官員辞令留（官房）
明治３１年度

～
明治３２年度

静岡県知事官房

222 1 明治33年官員辞令留（官房） 明治33年官員辞令留（官房）
明治３２年度

～
明治３３年度

静岡県知事官房

223 1 明治34年官員辞令留（官房） 明治34年官員辞令留（官房）
明治３３年度

～
明治３４年度

静岡県知事官房
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224 1 明治35年官員辞令留（官房） 明治35年官員辞令留（官房）
明治３４年度

～
明治３５年度

静岡県知事官房

225 1 明治36年官員辞令留（知事官房） 明治36年官員辞令留（知事官房）
明治３５年度

～
明治３６年度

静岡県知事官房

226 1 明治37年官員辞令留（知事官房） 明治37年官員辞令留（知事官房）
明治３６年度

～
明治３７年度

静岡県知事官房

227 1 明治38年官員辞令留（知事官房） 明治38年官員辞令留（知事官房）
明治３７年度

～
明治３８年度

静岡県知事官房

228 1 明治39年官員辞令留（知事官房） 明治39年官員辞令留（知事官房）
明治３８年度

～
明治３９年度

静岡県知事官房

229 1 明治40年官員辞令留（知事官房） 明治40年官員辞令留（知事官房）
明治３９年度

～
明治４０年度

静岡県知事官房

230 1 明治41年官員辞令留（知事官房） 明治41年官員辞令留（知事官房）
明治４０年度

～
明治４１年度

静岡県知事官房

231 1
明治42年官員辞令留（知事官房秘
書係）

明治42年官員辞令留（知事官房秘書係）
明治４１年度

～
明治４２年度

静岡県知事官房

232 1 明治43年官員辞令留（知事官房） 明治43年官員辞令留（知事官房）
明治４２年度

～
明治４３年度

静岡県知事官房

233 1
明治44年官員辞令留（知事官房秘
書係）

明治44年官員辞令留（知事官房秘書係）
明治４３年度

～
明治４４年度

静岡県知事官房

234 1
明治45年官員辞令留（知事官房秘
書係）

明治45年官員辞令留（知事官房秘書係）
明治４４年度

～
大正　元年度

静岡県知事官房

235 1 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向命令ノ件通知 昭和２０年度 (収)昭20.11.29 東京都長官

235 2 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件通牒 昭和２０年度 (収)昭20.12.13 愛知縣知事

235 3 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校訓導教員出向ニ関スル件 昭和２０年度 (起)昭20.10. 8 内政部教学課

235 4 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度 (起)昭20.10.25 内政部教学課

235 5 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校教員出向ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 9.11
(施)昭20. 9.13

内政部教学課

235 6 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校訓導出向ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 9.20
(施)昭20. 9.27

内政部教学課

235 7 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校教員出向ニ関スル件 昭和２０年度 (起)昭20. 9. 6 内政部教学課
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235 8 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度 (起)昭20. 9. 5 内政部教育課

235 9 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校職員出向ニ関スル件 昭和２０年度 (起)昭20. 8.31 内政部教学課

235 10 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校職員出向ニ関スル件 昭和２０年度 (起)昭20. 8.29 内政部教育課

235 11 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校職員出向ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 8.27
(施)昭20. 9. 3

内政部教育課

235 12 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校教員出向方照会ニ対スル回答ノ件 昭和２０年度 (起)昭20. 8.12 内政部教育課

235 13 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度 (起)昭20. 7. 8 内政部教育課

235 14 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 7.14
(施)昭20. 7.15

内政部教育課

235 15 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向通知 昭和２０年度
(起)昭20. 7.10
(施)昭20. 7.23

内政部教育課

235 16 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 6.23
(施)昭20. 7. 2

内政部教育課

235 17 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校訓導出向ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 5.31
(施)昭20. 6. 6

内政部教育課

235 18 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 5.25
(施)昭20. 5.26

内政部教育課

235 19 昭和20年度職員出向関係綴
国民学校職員任用左案ノ通例文ニ依リ発令相成可
然哉

昭和２０年度 (施)昭20. 5.31
静岡県志太郡労
務事務所学務課

235 20 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 5.25
(施)昭20. 5.26

内政部教学課

235 21 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和１９年度
(起)昭20. 3.27
(施)昭20. 3.31

内政部教育課

235 22 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 4.19
(施)昭20. 4.26

内政部教育課

235 23 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 4.25
(施)昭20. 4.27

内政部教育課

235 24 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 5. 3
(施)昭20. 5. 5

内政部教育課

235 25 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校職員左案ノ通発令相成可然哉 昭和１９年度 (施)昭20. 3.23 内政部教育課
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235 26 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校職員任用ノ件 昭和２０年度 (起)昭20. 4.19 内政部教育課

235 27 昭和20年度職員出向関係綴 出向手続ニ関スル件（発令） 昭和２０年度
(起)昭20.  .  
(施)昭20. 4.10

内政部教育課

235 28 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 5.21
(施)昭20. 5.25

内政部教育課

235 29 昭和20年度職員出向関係綴
国民学校職員任用左案ノ通例文ニ依リ発令相成可
然哉

静岡県志太郡労
務事務所学務課

235 30 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 5.21
(施)昭20. 5.24

内政部教育課

235 31 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校教員出向通知 昭和２０年度
(起)昭20. 5.11
(施)昭20. 5.15

内政部教育課

235 32 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向通知 昭和２０年度 (起)昭20. 4. 2 内政部教育課

235 33 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和１９年度 (起)昭20. 3.30 内政部教育課

235 34 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 3.28
(施)昭20. 5. 4

内政部教育課

235 35 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ノ件回答 昭和１９年度
(起)昭20. 3.27
(施)昭20. 3.31

内政部教育課

235 36 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件照会 昭和２０年度
(起)昭20. 3.  
(施)昭20. 5.12

内政部教育課

235 37 昭和20年度職員出向関係綴 国民学校教員出向ノ件 昭和１９年度
(起)昭20. 3.  
(施)昭20. 3.31

内政部教育課

235 38 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件 昭和１９年度
(起)昭20. 3. 9
(施)昭20. 3.17

内政部教育課

235 39 昭和20年度職員出向関係綴 教員出向ニ関スル件 昭和２０年度
(起)昭20. 3. 9
(施)昭20. 4.14

内政部教育課

236 1 明治42年度縣有財産 賀茂郡廰舎敷地寄附受領ノ件 明治４２年度 (施)明43. 1.26 地方課

236 2 明治42年度縣有財産 敷地献納願 明治４２年度 (施)明42. 9.10 地方課

236 3 明治42年度縣有財産 決議書謄本 明治４２年度 (施)明42. 9.10 地方課

236 4 明治42年度縣有財産 静岡縣模範造林ニ係ル地上権設定ノ件 明治４３年度 (施)明43. 4.13 地方課
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236 5 明治42年度縣有財産 縣模範造林地上権設定ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3. 7 地方課

236 6 明治42年度縣有財産 縣模範造林地上権設定ノ件 明治４２年度 (施)明42.11.24 地方課

236 7 明治42年度縣有財産 縣模範造林地上権設定ノ件 明治４２年度 (施)明42.11.19 地方課

236 8 明治42年度縣有財産 縣模範造林地上権設定ノ件 明治４３年度 (施)明43. 4. 9 地方課

236 9 明治42年度縣有財産 縣模範造林地上権設定ノ件 明治４３年度 (施)明43. 4. 7 地方課

236 10 明治42年度縣有財産 縣模範造林地上権設定ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.19 地方課

236 11 明治42年度縣有財産 縣有土手使用ノ件 明治４３年度 (施)明43. 6.25 地方課

236 12 明治42年度縣有財産 申請書（縣有土手使用ノ件） 明治４３年度 (施)明43. 6. 8 地方課

236 13 明治42年度縣有財産 縣模範造林地上権設定登記ノ件 明治４３年度 (施)明43. 4.14 地方課

236 14 明治42年度縣有財産 地上権設定ノ登記ニ関スル件 明治４２年度 (施)明43. 3.29 地方課

236 15 明治42年度縣有財産 静岡縣模範造林ニ係ル地上権設定ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.18 地方課

236 16 明治42年度縣有財産 縣基本林造成用地トシテ地上権設定契約 明治４２年度 (施)明43. 3. 1 地方課

236 17 明治42年度縣有財産 地上権設定登記承諾書 明治４２年度 (施)明43. 3. 1 地方課

236 18 明治42年度縣有財産 電話機寄付受領ノ件 明治４３年度 (施)明43. 8. 9 地方課

236 19 明治42年度縣有財産 電話機架設寄附願ノ義 明治４３年度 (施)明43. 7. 1 地方課

236 20 明治42年度縣有財産 寄附願（電話機寄附） 明治４３年度 (施)明43. 6.29 地方課

236 21 明治42年度縣有財産 特設電話使用並郡役所費豫算御増額ノ義 明治４３年度 (施)明43. 7. 1 地方課

236 22 明治42年度縣有財産 登記済証送付ノ件 明治４３年度 (施)明43. 6.28 地方課
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236 23 明治42年度縣有財産 所有権移転ノ登記 明治４２年度 (施)明43. 3.21 地方課

236 24 明治42年度縣有財産 嘱託書 明治４３年度 (施)明43. 6.21 地方課

236 25 明治42年度縣有財産 嘱託書 明治４３年度 (施)明43. 6.21 地方課

236 26 明治42年度縣有財産 感化院敷地無代譲興ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.31 地方課

236 27 明治42年度縣有財産 感化院敷地無代譲興ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.31 地方課

236 28 明治42年度縣有財産 感化院敷地無代拂下ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.28 地方課

236 29 明治42年度縣有財産 縣有土地無代下附願 明治４２年度 (施)明43. 3.24 地方課

236 30 明治42年度縣有財産 縣有土地無代下附願 明治４２年度 (施)明43. 3.24 地方課

236 31 明治42年度縣有財産 土地分割ニ付登記嘱託書 明治４２年度 (施)明43. 3.28 地方課

236 32 明治42年度縣有財産 土地ノ分筆ニツイテ 明治４２年度 (施)明43. 3.28 地方課

236 33 明治42年度縣有財産 土地分筆届 明治４２年度 (施)明43. 3.24 地方課

236 34 明治42年度縣有財産 土地分割ニ付登記嘱託書 明治４２年度 (施)明43. 3.28 地方課

236 35 明治42年度縣有財産 静岡縣感化院敷地所有権移転ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.24 地方課

236 36 明治42年度縣有財産 嘱託書（静岡縣感化院敷地） 明治４２年度 (施)明43. 3. 9 地方課

236 37 明治42年度縣有財産 所有権移転ノ登記 明治４２年度 (施)明43. 3. 9 地方課

236 38 明治42年度縣有財産
嘱託書（静岡縣感化院敷地買収シタル土地ノ買収
登記）

明治４２年度 (施)明43. 3. 9 地方課

236 39 明治42年度縣有財産 縣有地納税代理ノ件 明治４２年度 (施)明43. 2.22 地方課

236 40 明治42年度縣有財産 縣有地納税代理人 明治４２年度 (施)明43. 2.22 地方課
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236 41 明治42年度縣有財産 地価設定届 明治４２年度 (施)明43. 1.10 地方課

236 42 明治42年度縣有財産 明治43年有租地成賦租届 明治４２年度 (施)明43. 1.14 地方課

236 43 明治42年度縣有財産 縣有地納税代理人ノ件 明治４２年度 (施)明43. 2.22 地方課

236 44 明治42年度縣有財産 縣有地納税代理ノ件 明治４２年度 (施)明43. 2.22 地方課

236 45 明治42年度縣有財産 有租地成賦租届 明治４２年度 (施)明43. 1.25 地方課

236 46 明治42年度縣有財産 有租地成賦租ノ申告ニツイテ 明治４２年度 (施)明42.12.13 地方課

236 47 明治42年度縣有財産 地価設定届出 明治４２年度 (施)明43. 3. 1 地方課

236 48 明治42年度縣有財産 有租地成賦租届 明治４２年度 (施)明43. 3. 1 地方課

236 49 明治42年度縣有財産 有租地成賦租届 明治４２年度 (施)明43. 2.14 地方課

236 50 明治42年度縣有財産 有租地成賦租届 明治４２年度 (施)明42.11.11 地方課

236 51 明治42年度縣有財産 有租地成賦租届 明治４２年度 (施)明43. 3. 3 地方課

236 52 明治42年度縣有財産 有租地成賦租届 明治４２年度 (施)明43. 3.11 地方課

236 53 明治42年度縣有財産 有租地成賦租届 明治４２年度 (施)明43. 3. 5 地方課

236 54 明治42年度縣有財産 縣有地ノ分筆届 明治４３年度 (施)明43. 4.14 地方課

236 55 明治42年度縣有財産 土地分筆届 明治４３年度 (施)明43. 4.14 地方課

236 56 明治42年度縣有財産 縣参事會へ提出議案 明治４２年度 (施)明43. 3.28 地方課

236 57 明治42年度縣有財産 志太郡嶋田町地内大井川堤防改築 明治４２年度 (施)明43. 3.16 地方課

236 58 明治42年度縣有財産 縣有地ニ存在スル立木払下ノ件 明治４３年度 (施)明43. 9.10 地方課

311 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

236 59 明治42年度縣有財産 立木伐採届 明治４３年度 (施)明43. 8.24 地方課

236 60 明治42年度縣有財産 松立木払下願 明治４３年度 (施)明43. 6. 4 地方課

236 61 明治42年度縣有財産 縣有地内ニ存在スル松立木払下ノ件 明治４３年度 (施)明43. 6.24 地方課

236 62 明治42年度縣有財産 静岡縣模範造林ニ係ル地上権設定ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.20 地方課

236 63 明治42年度縣有財産 嘱託書（賀茂郡稲梓村） 明治４２年度 (施)明42. 9. 6 地方課

236 64 明治42年度縣有財産 静岡縣模範造林ニ係ル地上権設定ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.17 地方課

236 65 明治42年度縣有財産 縣模範造林ニ係ル地上権設定ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3. 9 地方課

236 66 明治42年度縣有財産 嘱託書（周智郡三倉村） 明治４２年度 (施)明43. 3. 9 地方課

236 67 明治42年度縣有財産
驅黴院敷地トシテ受領セル土地ノ所有権移転登
記・登記済ノ件

明治４２年度 (施)明43. 3.19 地方課

236 68 明治42年度縣有財産 登記嘱託書 明治４３年度 (施)明43. 5.16 地方課

236 69 明治42年度縣有財産
驅黴院敷地トシテ受領セシ土地ノ所有権移転登記
ノ件（登記嘱託書）

明治４３年度 (施)明43. 5.16 地方課

236 70 明治42年度縣有財産
静岡縣師範學校敷地土地買収登記済ノ件（登記嘱
託書）

明治４３年度 (施)明43. 5.16 地方課

236 71 明治42年度縣有財産
師範學校敷地買収ニ関スル登記嘱託ノ件（登記嘱
託書）

明治４３年度 (施)明43. 5.16 地方課

236 72 明治42年度縣有財産 師範學校校擴敷地ノ件 明治４３年度 (施)明43. 5.16 地方課

236 73 明治42年度縣有財産 静岡縣立高等女學校敷地買収ニツキ免租通知 明治４２年度 (施)明43. 3.16 地方課

236 74 明治42年度縣有財産
縣立高等女學校敷地トシテ買収シタル土地ノ所有
権移転ノ登記

明治４２年度 (施)明43. 2.15 地方課

236 75 明治42年度縣有財産 嘱託書(静岡縣立高等女學校敷地トシテ買収) 明治４２年度 (施)明43. 2.15 地方課

236 76 明治42年度縣有財産
縣立高等女學校敷地トシテ買収シタル土地ノ所有
権移転ノ登記

明治４２年度 (施)明42.12.23 地方課
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236 77 明治42年度縣有財産
嘱託書（静岡縣立高等女學校敷地ノ土地所有権移
転ノ登記)

明治４２年度 (施)明42.12.23 地方課

236 78 明治42年度縣有財産
駿東郡五圑体事務室兼圑体集會所建築落成ニ付届
書

明治４３年度 (施)明43.11.16 地方課

236 79 明治42年度縣有財産 駿東郡五圑体事務室並圑体集會所建設ニツイテ 明治４３年度 (施)明43. 6.11 地方課

236 80 明治42年度縣有財産 不動産寄付受領ノ件 明治４３年度 (施)明43. 5. 4 地方課

236 81 明治42年度縣有財産 寄付ニ係ル不動産受領ノ件（縣参事會議案） 明治４３年度 (施)明43. 4.29 地方課

236 82 明治42年度縣有財産 寄付ニ係ル不動産受領ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.31 地方課

236 83 明治42年度縣有財産 申請書（寄附ニ係ル不動産受領ノ件） 明治４２年度 (施)明43. 2.28 地方課

236 84 明治42年度縣有財産 事務所建築ニ付上申書 明治４２年度 (施)明43. 2.28 地方課

236 85 明治42年度縣有財産 答申書（寄付ニ係ル不動産受領ノ件） 明治４２年度 (施)明43. 3.28 地方課

236 86 明治42年度縣有財産 建物ヲ設ケ縣ニ寄附ヲ為スノ件 明治４２年度 (施)明43. 3.25 地方課

236 87 明治42年度縣有財産 駿東郡五圑体事務室兼圑体集會所寄付ノ件 明治４２年度 (施)明43. 3. 3 地方課

236 88 明治42年度縣有財産
駿東郡役所敷地内（縣有地）ニ建造物ヲ設ケ之ヲ
縣ニ寄付ノ件

明治４２年度 (施)明43. 3.18 地方課

237 1 明治43年度縣有財産 公用地免租ニ関スル届出ノ件 大正　元年度 (施)大 1.12.13 地方課

237 2 明治43年度縣有財産 公用地免租ニ関スル届出ノ件 大正　元年度 (施)大 1.11.25 地方課

237 3 明治43年度縣有財産
富士郡岩松村ニ権スル縣有土地納税管理人ヲ定メ
申告ノ件

大正　元年度 (施)大 2. 1.14 地方課

237 4 明治43年度縣有財産
縣有地トシテ引継ギヲ受ケトル官有荒蕪地ニ対ス
ル受領ノ件

大正　元年度 (施)大 1.10.23 地方課

237 5 明治43年度縣有財産 元官有荒蕪地縣有地トシテ引渡受領証交付ノ件 大正　元年度 (施)大 1.10. 5 地方課

237 6 明治43年度縣有財産 官有荒蕪地縣へ無代下付ヲ受ケントスルノ件 大正　元年度 (施)大 1. 9.20 地方課
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237 7 明治43年度縣有財産 縣有土地貸付指令案 明治４５年度 (施)明45. 6.15 地方課

237 8 明治43年度縣有財産
縣有地タル磐田郡役所敷地ノ一部ヲ見付町へ無料
貸付ノ件

明治４５年度 (施)明45. 6.12 地方課

237 9 明治43年度縣有財産 見付町長出願ニ係ル郡役所敷地借用ニ関スル件 明治４５年度 (施)明45. 5.29 地方課

237 10 明治43年度縣有財産 縣有地借用願 明治４５年度 (施)明45. 4.29 地方課

237 11 明治43年度縣有財産 見付町出願縣有地貸付ノ件 明治４５年度 (施)明45. 5.27 地方課

237 12 明治43年度縣有財産 郡役所敷地借用書願ノ儀ニ付副申 明治４５年度 (施)明45. 4.30 地方課

237 13 明治43年度縣有財産 清水港改良工事用地買収ノ件 明治４３年度 (施)明44. 3.20 地方課

237 14 明治43年度縣有財産 縣立學校基本財産蓄積之儀ニ付伺 明治４４年度 (施)明44.10.17 地方課

237 15 明治43年度縣有財産 郡會意見書副申進達ノ件 明治４５年度 (施)明45. 4.29 地方課

237 16 明治43年度縣有財産 具申書 明治４５年度 (施)明45. 4.15 地方課

237 17 明治43年度縣有財産 意見書 明治４５年度 (施)明45. 4.15 地方課

237 18 明治43年度縣有財産 縣有池沼貸付許可ノ件 大正　元年度 (施)大 1.11.15 地方課

237 19 明治43年度縣有財産 縣有池沼継續貸付ノ件 大正　元年度 (施)大 1.10.21 地方課

237 20 明治43年度縣有財産 縣有池沼借用願ノ件 大正　元年度 (収)大 1. 9.24 静岡市役所

237 21 明治43年度縣有財産 縣有池沼拝借願 明治４４年度 (施)明45. 2.17 地方課

237 22 明治43年度縣有財産 縣有池沼貸付ノ件 大正　元年度 (施)大 1. 9.19 地方課

237 23 明治43年度縣有財産 御請書 大正　元年度 (施)大 1.11.19 地方課

237 24 明治43年度縣有財産 拝借縣有土地返上願ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 3.31 地方課
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237 25 明治43年度縣有財産 拝借縣有土地返上願 大正　元年度 (施)大 2. 3.27 地方課

237 26 明治43年度縣有財産 官舎増築ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 7. 5 地方課

237 27 明治43年度縣有財産 登記済書送付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 6. 3 地方課

237 28 明治43年度縣有財産 登記嘱託書 大正　２年度 (施)大 2. 5.12 地方課

237 29 明治43年度縣有財産 登記嘱託書訂正ノ上送付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 5.28 地方課

237 30 明治43年度縣有財産
縣有林造林ノ為メ設定シタル地上権ノ登記ニ関ス
ル件

大正　２年度 (施)大 2. 5.12 地方課

237 31 明治43年度縣有財産 地上権設定登記嘱託ノ為メ必要ナル書面 大正　元年度 (施)大 2. 3.22 地方課

237 32 明治43年度縣有財産 地上権設定登記嘱書ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 3.31 地方課

237 33 明治43年度縣有財産 土地寄附許可ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 7. 2 地方課

237 34 明治43年度縣有財産 静岡縣立原蚕種製造所敷地トシテ市有土地寄付 大正　２年度 (施)大 2. 6.28 地方課

237 35 明治43年度縣有財産 縣有地貸付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 6. 2 地方課

237 36 明治43年度縣有財産 縣有土地継續使用ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 5.26 地方課

237 37 明治43年度縣有財産 縣有地継續使用ノ件申請 大正　２年度 (施)大 2. 5.14 地方課

237 38 明治43年度縣有財産 縣有地貸付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 4.30 地方課

237 39 明治43年度縣有財産 縣有地継續使用許可ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 4.29 地方課

237 40 明治43年度縣有財産 縣有地継續使用願 大正　２年度 (施)大 2. 4. 1 地方課

237 41 明治43年度縣有財産 縣有地貸付ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 3.31 地方課

237 42 明治43年度縣有財産 縣有地継續貸下ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 3.29 地方課
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237 43 明治43年度縣有財産 借地継續御願 大正　元年度 (施)大 2. 3.15 地方課

237 44 明治43年度縣有財産 縣有地貸付ノ件　第一案 大正　２年度 (施)大 2. 4.17 地方課

237 45 明治43年度縣有財産 縣有地貸付ノ件　第二案 大正　２年度 (施)大 2. 4.17 地方課

237 46 明治43年度縣有財産 縣有土地借用ノ許可 大正　２年度 (施)大 2. 4.12 地方課

237 47 明治43年度縣有財産 不用地借地願 大正　元年度 (施)大 2. 3.24 地方課

237 48 明治43年度縣有財産 掛川中学校敷地売却ニ関スル件 大正　元年度 (施)大 2. 1.31 地方課

237 49 明治43年度縣有財産 学校敷地ノ一部掛川町役場へ賣却ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 1.29 地方課

237 50 明治43年度縣有財産 縣有土地拂下御願ニ付照会ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 1.24 地方課

237 51 明治43年度縣有財産 納税管理人指定ノ件　第一案 大正　２年度 (施)大 2. 5.10 地方課

237 52 明治43年度縣有財産 納税管理人指定ノ件　第二案 大正　２年度 (施)大 2. 5.10 地方課

237 53 明治43年度縣有財産 有租地成地價設定ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 3.29 地方課

237 54 明治43年度縣有財産 富士郡加島村有租地成地價定ム 大正　元年度 (施)大 2. 3.25 地方課

237 55 明治43年度縣有財産 縣有土地貸付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 4.17 地方課

237 56 明治43年度縣有財産 縣有土地継續借用ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 4.12 地方課

237 57 明治43年度縣有財産 縣有地拝借願 大正　元年度 (施)大 2. 3.  地方課

237 58 明治43年度縣有財産 拝借地料金取纒上納方總代 大正　元年度 (施)大 2. 3.  地方課

237 59 明治43年度縣有財産 縣有地転貸ノ件　第一案 大正　元年度 (施)大 2. 3.31 地方課

237 60 明治43年度縣有財産 縣有地転貸ノ件　第二案 大正　元年度 (施)大 2. 3.31 地方課
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237 61 明治43年度縣有財産 縣有地使用願出ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 3.29 地方課

237 62 明治43年度縣有財産 縣有地拝借願 大正　元年度 (施)大 2. 3. 7 地方課

237 63 明治43年度縣有財産 静岡市長、照会案 大正　元年度 (施)大 2. 3. 6 地方課

237 64 明治43年度縣有財産 拝借縣有地返上願 大正　元年度 (施)大 2. 3.25 地方課

237 65 明治43年度縣有財産 縣有地貸付許可ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 3.31 地方課

237 66 明治43年度縣有財産 縣有土地借用願ノ件 大正　元年度 (施)大 2. 3.29 地方課

237 67 明治43年度縣有財産 土地借用継續願 大正　元年度 (施)大 2. 3.10 地方課

237 68 明治43年度縣有財産 縣有地借用許可ニ対スル證書送付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 5. 6 地方課

237 69 明治43年度縣有財産 縣有土地貸付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 4.17 地方課

237 70 明治43年度縣有財産 縣有地継續使用許可ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 4.12 地方課

237 71 明治43年度縣有財産 縣有土地使用継續願 大正　元年度 (施)大 2. 3. 7 地方課

237 72 明治43年度縣有財産 縣有土地貸付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 4.17 地方課

237 73 明治43年度縣有財産 縣有土地借用願之件 大正　２年度 (施)大 2. 4.12 地方課

237 74 明治43年度縣有財産 縣有地借用願ノ件（伺） 大正　元年度 (施)大 2. 3.15 地方課

237 75 明治43年度縣有財産 縣有地借用願 大正　元年度 (施)大 2. 2.13 地方課

237 76 明治43年度縣有財産 縣参事会議按 大正　２年度 (施)大 2. 5.26 地方課

237 77 明治43年度縣有財産 水産試験場所属船富士丸払下 大正　２年度 (施)大 2. 5.23 地方課

237 78 明治43年度縣有財産 答申書 大正　元年度 (施)大 2. 3.27 地方課
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237 79 明治43年度縣有財産 三保学院敷地買収ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 4.29 地方課

237 80 明治43年度縣有財産 縣有地貸下ニ関スル件 大正　元年度 (施)大 2. 1.21 地方課

237 81 明治43年度縣有財産 縣有地拝借願 大正　元年度 (施)大 2. 1. 7 地方課

237 82 明治43年度縣有財産 縣有土地貸付ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2. 7.25 地方課

237 83 明治43年度縣有財産 縣有土地貸付ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2. 7.  地方課

237 84 明治43年度縣有財産 縣有地ノ一部借用ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 7. 1 地方課

237 85 明治43年度縣有財産 官有地借用願 大正　２年度 (施)大 2. 5.21 地方課

237 86 明治43年度縣有財産 縣有土地貸付ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2. 6.12 地方課

237 87 明治43年度縣有財産 縣有地貸付ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2. 7.25 地方課

237 88 明治43年度縣有財産 縣有地貸付ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2. 7.  地方課

237 89 明治43年度縣有財産 縣有地拝借願 大正　２年度 (施)大 2. 6.28 地方課

237 90 明治43年度縣有財産 縣有土地貸付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 6. 2 地方課

237 91 明治43年度縣有財産 縣有土地継續借用ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 5.26 地方課

237 92 明治43年度縣有財産 縣有地借用継續願ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 5.16 地方課

237 93 明治43年度縣有財産 （個人名）ヨリ出願ニ係ル縣有地ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2. 4.24 地方課

237 94 明治43年度縣有財産 縣有地借用継續願 大正　２年度 (施)大 2. 4.24 地方課

237 95 明治43年度縣有財産 理由書 大正　２年度 (施)大 2. 5. 7 地方課

237 96 明治43年度縣有財産 縣有地借用証書ニ印紙貼付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 6.27 地方課
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237 97 明治43年度縣有財産 縣有土地借用証書ノ送付 大正　元年度 (施)大 2. 1.30 地方課

237 98 明治43年度縣有財産 縣有土地貸下指令案　案ノ一 大正　元年度 (施)大 2. 1.25 地方課

237 99 明治43年度縣有財産 縣有土地貸下指令案　案ノニ 大正　元年度 (施)大 2. 1.25 地方課

237 100 明治43年度縣有財産 縣有地貸下ニ関スル件 大正　元年度 (施)大 2. 1.21 地方課

237 101 明治43年度縣有財産 縣有地借用願 大正　元年度 (施)大 2. 1.11 地方課

237 102 明治43年度縣有財産 寄付物件受領ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 9.25 地方課

237 103 明治43年度縣有財産 記念館竣工届 明治４３年度 (施)明43.12.27 地方課

237 104 明治43年度縣有財産 不動産寄付受領ノ件 明治４３年度 (施)明43. 6.20 地方課

237 105 明治43年度縣有財産 寄付ニ係ル不動産受領ノ件 明治４３年度 (施)明43. 6.17 地方課

237 106 明治43年度縣有財産
静岡縣立静岡中學校創立第25年記念建築並ニ寄附
願

明治４３年度 (施)明43. 6.14 地方課

237 107 明治43年度縣有財産 受領書 大正　２年度 (施)大 2. 8. 1 地方課

237 108 明治43年度縣有財産 登記嘱託書送付ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 8. 1 地方課

237 109 明治43年度縣有財産 縣有土地所権保存登記ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 7.19 地方課

237 110 明治43年度縣有財産 分筆登記嘱託書 大正　２年度 (施)大 2. 7.19 地方課

237 111 明治43年度縣有財産 縣有地ニ対スル分筆並所有権移轉ノ登記 大正　２年度 (施)大 2. 7.19 地方課

237 112 明治43年度縣有財産 不用縣有地賣却ノ為土地分筆届 大正　元年度 (施)大 1.12.26 地方課

237 113 明治43年度縣有財産 縣有地賣却指令案 大正　元年度 (施)大 1.12.23 地方課

237 114 明治43年度縣有財産 縣有土地賣却ノ件 大正　元年度 (施)大 1.12.17 地方課
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237 115 明治43年度縣有財産 縣有土地拂下ノ件 大正　元年度 (施)大 1.12. 7 地方課

237 116 明治43年度縣有財産 縣有地御拂下願 大正　元年度 (施)大 1.11. 7 地方課

237 117 明治43年度縣有財産 静岡市長照会案 大正　元年度 (施)大 1.12. 7 地方課

237 118 明治43年度縣有財産 借用縣有地返地ノ件 大正　元年度 (施)大 1.10. 3 地方課

237 119 明治43年度縣有財産 元小学校々地ノ件 大正　元年度 (施)大 1. 8.13 地方課

237 120 明治43年度縣有財産 貸付土地明渡方照會ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 7.24 地方課

237 121 明治43年度縣有財産 静岡市長内牒案 大正　元年度 (施)大 2. 1. 8 地方課

238 1 明治34年度縣有財産表 （個人名）建物買上の件 明治３４年度 (施)明34.12.25 地方課

238 2 明治34年度縣有財産表 静岡縣縣有財産表 大正　５年度 (施)大 5. 8.15 地方課

238 3 明治34年度縣有財産表 静岡縣縣有財産表 大正　６年度 (施)大 6. 8.15 地方課

238 4 明治34年度縣有財産表 静岡縣縣有財産表 大正　８年度 (施)大 8. 8.15 地方課

238 5 明治34年度縣有財産表 静岡縣縣有財産表 大正　９年度 (施)大 9. 8.15 地方課

238 6 明治34年度縣有財産表 縣有財産表 大正１０年度 (施)大10. 8.15 地方課

238 7 明治34年度縣有財産表 縣有財産表 大正１１年度 (施)大11. 8.15 地方課

238 8 明治34年度縣有財産表 縣有財産表 大正１２年度 (施)大12. 8.15 地方課

238 9 明治34年度縣有財産表 縣有財産表 大正１３年度 (施)大13. 8.15 地方課

239 1 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　６年度 (施)大 6. 4.30 地方課

239 2 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 5.10 地方課
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239 3 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 5.26 地方課

239 4 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 4. 7 地方課

239 5 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 4.14 地方課

239 6 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 4. 7 地方課

239 7 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 4.  地方課

239 8 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 4. 4 地方課

239 9 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 4.12 地方課

239 10 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 5.26 地方課

239 11 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6.12.18 地方課

239 12 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6. 9.30 地方課

239 13 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（見付町長） 大正　６年度 (施)大 6.12.20 地方課

239 14 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（志太郡島田町長） 大正　６年度 (施)大 6. 6.27 地方課

239 15 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 6.10.26 地方課

239 16 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 4.11 地方課

239 17 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 4.10 地方課

239 18 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 4.11 地方課

239 19 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　６年度 (施)大 7. 3.10 地方課

239 20 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 4.10 地方課
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239 21 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　７年度 (施)大 7. 4.10 地方課

239 22 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　７年度 (施)大 7. 4.10 地方課

239 23 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　７年度 (施)大 7. 4.10 地方課

239 24 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　７年度 (施)大 7. 4.10 地方課

239 25 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　７年度 (施)大 7. 4.10 地方課

239 26 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　７年度 (施)大 7. 4.11 地方課

239 27 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　６年度 (施)大 6. 7.28 地方課

239 28 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 4.21 地方課

239 29 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（富士郡加島村長） 大正　７年度 (施)大 7. 4.18 地方課

239 30 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 7. 5 地方課

239 31 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　７年度 (施)大 7. 7.10 地方課

239 32 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 7.20 地方課

239 33 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 7.25 地方課

239 34 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 7.26 地方課

239 35 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 8.20 地方課

239 36 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 8.20 地方課

239 37 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 8.20 地方課

239 38 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 8.20 地方課
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239 39 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 8.20 地方課

239 40 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 8.20 地方課

239 41 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7. 8.20 地方課

239 42 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7.12. 6 地方課

239 43 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 7.12.18 地方課

239 44 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 8. 2.18 地方課

239 45 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 8. 2.12 地方課

239 46 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 8. 2. 7 地方課

239 47 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 8. 2.16 地方課

239 48 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 8. 2.17 地方課

239 49 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 8. 3. 1 地方課

239 50 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 8. 3. 6 地方課

239 51 大正６年度縣有地貸付證書綴 領収證 大正　７年度 (施)大 8. 2.23 地方課

239 52 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　８年度 (施)大 8. 4.  地方課

239 53 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　８年度 (施)大 8. 4.  地方課

239 54 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　８年度 (施)大 8. 4.11 地方課

239 55 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　８年度 (施)大 8. 4.  地方課

239 56 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　８年度 (施)大 8. 4.  地方課
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239 57 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　８年度 (施)大 8. 4. 2 地方課

239 58 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大 9. 4. 6 地方課

239 59 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大 9. 4.15 地方課

239 60 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大 9. 4.10 地方課

239 61 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大 9. 4.10 地方課

239 62 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大 9. 4.15 地方課

239 63 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大 9. 4. 9 地方課

239 64 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大 9. 6.30 地方課

239 65 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大 9. 6.  地方課

239 66 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正　９年度 (施)大 9.11.25 地方課

239 67 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大10. 2. 6 地方課

239 68 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大10. 3. 6 地方課

239 69 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大10. 3.18 地方課

239 70 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大10. 3.19 地方課

239 71 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大10. 3.26 地方課

239 72 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大10. 3. 1 地方課

239 73 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　９年度 (施)大10. 3.31 地方課

239 74 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大10. 5. 5 地方課
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239 75 大正６年度縣有地貸付證書綴 御届（個人名） 大正１０年度 (施)大10. 6. 2 地方課

239 76 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大10. 6.16 地方課

239 77 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大10. 6.16 地方課

239 78 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有土地返還ノ件願 大正１０年度 (施)大11. 3. 6 地方課

239 79 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大11. 2.27 地方課

239 80 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大11. 3. 2 地方課

239 81 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大11. 2.27 地方課

239 82 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大11. 2.27 地方課

239 83 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大11. 3. 7 地方課

239 84 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大11. 3. 2 地方課

239 85 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大11. 2.25 地方課

239 86 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１０年度 (施)大11. 2.27 地方課

239 87 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正１０年度 (施)大11. 3.23 地方課

239 88 大正６年度縣有地貸付證書綴 借地返還ノ件 大正１１年度 (施)大12. 3.10 地方課

239 89 大正６年度縣有地貸付證書綴 借地返還ニ関スル件 大正１０年度 (施)大11. 3.21 地方課

239 90 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用書（個人名） 大正１１年度 (施)大11. 5. 6 地方課

239 91 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有土地借用証書（磐田郡見付町長） 大正１１年度 (施)大11. 8. 7 地方課

239 92 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１１年度 (施)大11.11. 1 地方課
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239 93 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地継續貸付ノ件 大正１１年度 (施)大11.11. 1 地方課

239 94 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地賃借権譲渡ニ関スル件 大正１１年度 (施)大12. 3.30 地方課

239 95 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正　７年度 (施)大 8. 3. 1 地方課

239 96 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 6.20 地方課

239 97 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地使用願 大正１２年度 (施)大12. 5. 9 地方課

239 98 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有土地返還ノ件 大正１２年度 (施)大12. 6.30 地方課

239 99 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地返還方照合 大正１２年度 (施)大12. 6.16 地方課

239 100 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地返還ノ件 大正１２年度 (施)大12. 6.  地方課

239 101 大正６年度縣有地貸付證書綴 返地届（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 7.18 地方課

239 102 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 6.30 地方課

239 103 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地貸下願 大正１２年度 (施)大12. 6. 4 地方課

239 104 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正１２年度 (施)大12. 5.31 地方課

239 105 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正１２年度 (施)大12. 4. 7 地方課

239 106 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 4. 9 地方課

239 107 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 4.  地方課

239 108 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 4.  地方課

239 109 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 4. 9 地方課

239 110 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 4.20 地方課
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239 111 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 4. 1 地方課

239 112 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12. 6.23 地方課

239 113 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地賃借継續願 大正１２年度 (施)大12. 5. 7 地方課

239 114 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正１２年度 (施)大12. 4. 7 地方課

239 115 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12.10.31 地方課

239 116 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大12.11. 3 地方課

239 117 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 1. 8 地方課

239 118 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 1. 8 地方課

239 119 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 1. 8 地方課

239 120 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 1. 8 地方課

239 121 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 1. 8 地方課

239 122 大正６年度縣有地貸付證書綴 復命書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 2. 1 地方課

239 123 大正６年度縣有地貸付證書綴 建物証明願（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 1.21 地方課

239 124 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 3. 4 地方課

239 125 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 3.19 地方課

239 126 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 3.19 地方課

239 127 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 3.29 地方課

239 128 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 3.  地方課
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239 129 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１２年度 (施)大13. 3.  地方課

239 130 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１３年度 (施)大13. 4. 1 地方課

239 131 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１３年度 (施)大13. 8.26 地方課

239 132 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１４年度 (施)大14. 4. 1 地方課

239 133 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１３年度 (施)大14. 3.31 地方課

239 134 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１４年度 (施)大14. 4. 4 地方課

239 135 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１４年度 (施)大14. 4. 1 地方課

239 136 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１４年度 (施)大14. 4. 1 地方課

239 137 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１３年度 (施)大14. 3.31 地方課

239 138 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１３年度 (施)大14. 3. 7 地方課

239 139 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 大正１４年度 (施)大14.10.20 地方課

239 140 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１４年度 (施)大14. 8. 1 地方課

239 141 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１４年度 (施)大14. 7. 1 地方課

239 142 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１５年度 (施)大15. 4.29 地方課

239 143 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１５年度 (施)大15. 5. 5 地方課

239 144 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１５年度 (施)大15. 4. 1 地方課

239 145 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１５年度 (施)大15. 4. 1 地方課

239 146 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 大正１５年度 (施)大15. 5.10 地方課
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239 147 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 4. 1 地方課

239 148 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 6. 1 地方課

239 149 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 6. 8 地方課

239 150 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 6.25 地方課

239 151 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 4. 1 地方課

239 152 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 7.18 地方課

239 153 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 4. 1 地方課

239 154 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（磐田郡見付町長） 昭和　２年度 (施)昭 2. 6. 8 地方課

239 155 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 6. 8 地方課

239 156 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2. 6.10 地方課

239 157 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　２年度 (施)昭 2.12. 7 地方課

239 158 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 昭和　２年度 (施)昭 2. 4. 5 地方課

239 159 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4.19 地方課

239 160 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4.12 地方課

239 161 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4.19 地方課

239 162 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4. 3 地方課

239 163 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4. 1 地方課

239 164 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4. 1 地方課
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239 165 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4.  地方課

239 166 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 昭和　３年度 (施)昭 3. 5.28 地方課

239 167 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　３年度 (施)昭 3. 6.21 地方課

239 168 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4. 6 地方課

239 169 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4. 6 地方課

239 170 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（静岡市長） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4. 6 地方課

239 171 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　３年度 (施)昭 4. 2. 1 地方課

239 172 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　３年度 (施)昭 4. 2.25 地方課

239 173 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　４年度 (施)昭 4. 5.31 地方課

239 174 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　４年度 (施)昭 4. 5.15 地方課

239 175 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地借用證書（個人名） 昭和　５年度 (施)昭 5. 8.22 地方課

239 176 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　５年度 (施)昭 5. 7. 1 地方課

239 177 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　７年度 (施)昭 7. 4.22 地方課

239 178 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地借用願（個人名） 昭和　６年度 (施)昭 7. 2.28 地方課

239 179 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　７年度 (施)昭 7. 5. 3 地方課

239 180 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　７年度 (施)昭 7. 4.13 地方課

239 181 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和　７年度 (施)昭 7.11. 1 地方課

239 182 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１１年度 (施)昭11. 9. 1 地方課
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239 183 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 2.28 地方課

239 184 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 3.10 地方課

239 185 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 3.31 地方課

239 186 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 3.22 地方課

239 187 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 4. 7 地方課

239 188 大正６年度縣有地貸付證書綴 縣有地使用ニ関スル件 昭和１３年度 (施)昭14. 2.27 地方課

239 189 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１３年度 (施)昭14. 3. 1 地方課

239 190 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 8.28 地方課

239 191 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 9.15 地方課

239 192 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 8.28 地方課

239 193 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 9. 5 地方課

239 194 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 8.28 地方課

239 195 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14. 9. 7 地方課

239 196 大正６年度縣有地貸付證書綴 借用証書（個人名） 昭和１４年度 (施)昭14.12.19 地方課

240 1 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令について 昭和２２年度 (施)昭22. 5. 5 調査課

240 2 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令制定について 昭和２２年度 (施)昭22. 5.13 調査課

240 3 外国人登録令関係書類綴 外国人登録の申請期日について 昭和２２年度 (施)昭22. 5.26 調査課

240 4 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令について 昭和２２年度 (施)昭22. 5.24 調査課
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240 5 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令について 昭和２２年度 (施)昭22. 5.27 調査課

240 6 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令施行に伴う新聞廣告及びラジオ放送
について

昭和２２年度 (施)昭22. 6. 5 調査課

240 7 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の施行に伴う朝鮮人聨盟の協力に関
する指令について

昭和２２年度 (施)昭22. 6.20 調査課

240 8 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の施行に伴う外国人主として朝鮮人
又は台湾人団体との交渉経過について

昭和２２年度 (施)昭22. 6.13 調査課

240 9 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の施行に伴う外国人団体の協力方法
について

昭和２２年度 (施)昭22. 6.14 調査課

240 10 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令事務打合会 昭和２２年度 (施)昭22. 5.15 調査課

240 11 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令の事務主管課について 昭和２２年度 (施)昭22. 5. 9 調査課

240 12 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令に関する事務打合会開催について 昭和２２年度 (施)昭22. 5. 8 調査課

240 13 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の公布に伴う事務打合會の開催につ
いて

昭和２２年度 (施)昭22. 5. 6 調査課

240 14 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令による登録件数報告について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.30 調査課

240 15 外国人登録令関係書類綴 朝鮮国際新聞の記事について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.27 調査課

240 16 外国人登録令関係書類綴 不法入國者及密輸船について 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 3 調査課

240 17 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の施行に伴う朝鮮人聨盟の協力につ
いて

昭和２２年度 (施)昭22. 7. 5 調査課

240 18 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の施行に伴う朝鮮人聨盟の協力につ
いて

昭和２２年度 (施)昭22. 6.26 調査課

240 19 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令実施につき依頼 昭和２２年度 (施)昭22. 6.23 調査課

240 20 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.30 調査課

240 21 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令施行に伴う朝鮮人聨盟と交渉経過に
ついて

昭和２２年度 (施)昭22. 8. 9 調査課

240 22 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令の實施について 昭和２２年度 (施)昭22. 8. 1 調査課
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240 23 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令の実施状況報告 昭和２２年度 (施)昭22. 7.24 調査課

240 24 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の施行に伴う朝鮮人聨盟静岡本部の
協力について

昭和２２年度 (施)昭22. 7.17 調査課

240 25 外国人登録令関係書類綴 外国人登録に関する諸情報第一報送付について 昭和２２年度 (施)昭22. 8. 2 調査課

240 26 外国人登録令関係書類綴 外国人登録事務取扱受領について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.27 調査課

240 27 外国人登録令関係書類綴 外国人登録事務取扱要領の送付について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.21 調査課

240 28 外国人登録令関係書類綴 外国人登録申請期間について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.12 調査課

240 29 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令の諸問題について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.20 調査課

240 30 外国人登録令関係書類綴
登録申請期間の伸長その他外国人登録令に関する
諸問題

昭和２２年度 (施)昭22. 8. 7 調査課

240 31 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令實施について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.20 調査課

240 32 外国人登録令関係書類綴 外国人の登録実施について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.17 調査課

240 33 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令實施について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.25 調査課

240 34 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令實施について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.21 調査課

240 35 外国人登録令関係書類綴
外国人登録に対する華僑総会民団及び建青の全面
的協力について

昭和２２年度 (施)昭22. 8.21 調査課

240 36 外国人登録令関係書類綴 外国人登録に対する外国人団体の協力方について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.25 調査課

240 37 外国人登録令関係書類綴 外国人登録に対する外国人団体の協力方について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.27 調査課

240 38 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令實施期間の延期依頼の件 昭和２２年度 (施)昭22. 8.22 調査課

240 39 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令實施について 昭和２２年度 (施)昭22. 8.28 調査課

240 40 外国人登録令関係書類綴
居留民團事務所設置を繞り朝連側の襲撃事件発生
について

昭和２２年度 (施)昭22. 8.25 調査課
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240 41 外国人登録令関係書類綴 承認願 昭和２２年度 (施)昭22. 9. 6 調査課

240 42 外国人登録令関係書類綴 外国人登録カードの整備について 昭和２２年度 (施)昭22. 9.15 調査課

240 43 外国人登録令関係書類綴 引揚外国人の登録証明書の返還について 昭和２２年度 (施)昭22.10.20 調査課

240 44 外国人登録令関係書類綴 本証明書と仮証明書との取扱いについて 昭和２２年度 (施)昭22.11.15 調査課

240 45 外国人登録令関係書類綴 本証明書と仮証明書との取扱いについて 昭和２２年度 (施)昭22.10.24 調査課

240 46 外国人登録令関係書類綴 外国人登録証明書交付について 昭和２２年度 (施)昭22.10.16 調査課

240 47 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の施行に伴う中国国籍証明書の取扱
いについて

昭和２２年度 (施)昭22.10.13 調査課

240 48 外国人登録令関係書類綴
外国人登録令の施行に伴う中国国籍証明書の取扱
いについて

昭和２２年度 (施)昭22.10. 3 調査課

240 49 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令實施について 昭和２２年度 (施)昭22.10.30 調査課

240 50 外国人登録令関係書類綴 外国人登録について 昭和２２年度 (施)昭22.12. 4 調査課

240 51 外国人登録令関係書類綴 外国人登録について 昭和２２年度 (施)昭22.11.26 調査課

240 52 外国人登録令関係書類綴
本邦退去の場合における登録証明書の返還につい
て

昭和２２年度 (施)昭22.11.17 調査課

240 53 外国人登録令関係書類綴
日本人と内縁関係にある朝鮮人及び其の他の外国
人の日本入国について

昭和２２年度 (施)昭22.12.18 調査課

240 54 外国人登録令関係書類綴
日本人と内縁関係にある朝鮮人及び其の他の外国
人の日本入国に関する件

昭和２２年度 (施)昭22.11.28 調査課

240 55 外国人登録令関係書類綴 外国人登録証明書の取扱いについて 昭和２２年度 (施)昭22.12.10 調査課

240 56 外国人登録令関係書類綴 外国人登録証明書の取扱いについて 昭和２２年度 (施)昭22.12. 2 調査課

240 57 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用フィルム配布報告書 昭和２２年度 (施)昭22.11.24 調査課

240 58 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料について 昭和２２年度 (施)昭22.10.31 調査課
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240 59 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 9.12 調査課

240 60 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料に関する件 昭和２２年度 (施)昭22. 9.10 調査課

240 61 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料について 昭和２２年度 (施)昭22. 8. 5 調査課

240 62 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料について 昭和２２年度 (施)昭22. 8. 2 調査課

240 63 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料について 昭和２２年度 (施)昭22. 7.30 調査課

240 64 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.30 調査課

240 65 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料の受渡しについて 昭和２２年度 (施)昭22. 7.28 調査課

240 66 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令の写真材料の受領について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.27 調査課

240 67 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令の写真材料の受領のための証明 昭和２２年度 (施)昭22. 6.27 調査課

240 68 外国人登録令関係書類綴 外国人登録令の写真材料の受領について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.26 調査課

240 69 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真材料について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.20 調査課

240 70 外国人登録令関係書類綴 外国人登録用写真の材料について 昭和２２年度 (施)昭22. 6.18 調査課

240 71 外国人登録令関係書類綴 写真材料の割当について 昭和２２年度 (施)昭22. 6. 3 調査課

241 1 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 1. 9 河港課長

241 2 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 1. 9
天竜水力株式会
社

241 3 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 1. 9 会計課

241 4 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金印鑑送付ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 1.17 会計課

241 5 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受入ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 1.14 会計課
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241 6 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付書 昭和１５年度 (収)昭16. 1.14
日本軽金属株式
会社

241 7 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 1.16 会計課

241 8 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 1.16
東邦電力株式会
社

241 9 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 1.16 河港課長

241 10 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有償証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 1.22 会計課

241 11 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券下戻請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 1.22
富士電力株式会
社

241 12 水利使用保証金関係綴（有価証券）証明御願 昭和１５年度 (収)昭15.11.19
富士電力株式会
社

241 13 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.19 会計課

241 14 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１５年度 (収)昭15.12.22 （個人名）

241 15 水利使用保証金関係綴（有価証券）
傷疾軍人伊東温泉療養所職員官舎新営工事竣功ニ
関スル件

昭和１５年度 (収)昭16. 1.16 総務課長

241 16 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.19 会計課

241 17 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.19 会計課

241 18 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.19 会計課

241 19 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.19 会計課

241 20 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付之件 昭和１５年度 (起)昭16. 2.19 会計課

241 21 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.19
東京電燈株式会
社

241 22 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.19
東京電燈株式会
社

241 23 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.19
東京電燈株式会
社
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241 24 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 2. 7 河港課長

241 25 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 2. 3 河港課長

241 26 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 2.18 河港課長

241 27 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受入ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 2.19 会計課

241 28 水利使用保証金関係綴（有価証券）納付書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.19
東京電燈株式会
社

241 29 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受入ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 2.19 会計課

241 30 水利使用保証金関係綴（有価証券）納付書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.19
東京電燈株式会
社

241 31 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.10 会計課

241 32 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.10 会計課

241 33 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.10 会計課

241 34 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.10 会計課

241 35 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.10 会計課

241 36 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.10 会計課

241 37 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.10 会計課

241 38 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 2.10 会計課

241 39 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.10
東邦電力株式会
社

241 40 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.10
東邦電力株式会
社

241 41 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.10
東邦電力株式会
社
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241 42 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.10
東邦電力株式会
社

241 43 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.10
東邦電力株式会
社

241 44 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.10
東邦電力株式会
社

241 45 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.10
東邦電力株式会
社

241 46 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 2.10 河港課長

241 47 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.22 会計課

241 48 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.22 会計課

241 49 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.22 会計課

241 50 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 2.22 会計課

241 51 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 2.22 会計課

241 52 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.22 （個人名）

241 53 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.22 （個人名）

241 54 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 2.22 （個人名）

241 55 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金権利者氏名変更ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 2.22 会計課

241 56 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 8 （個人名）

241 57 水利使用保証金関係綴（有価証券）受領書 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 8 （個人名）

241 58 水利使用保証金関係綴（有価証券）領収書 大正　７年度 (起)大 8. 2.28 会計課

241 59 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 8 河港課長
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241 60 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 3.20 会計課

241 61 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 3.20
伊豆水力電気株
式会社

241 62 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 3.20 会計課

241 63 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 3.20
伊豆水力電気株
式会社

241 64 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 3.20 会計課

241 65 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 3.20
伊豆水力電気株
式会社

241 66 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 3.20 河港課長

241 67 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券利札盡了証券引換承認ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 2.25 会計課

241 68 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付願 昭和１５年度 (収)昭16. 2.27
東海紙料株式会
社

241 69 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 4.18
満州重工業開発
株式会社

241 70 水利使用保証金関係綴（有価証券）領収書 大正　７年度 (起)大 8. 2.25 会計課

241 71 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和１５年度 (収)昭15. 8. 5 河港課長

241 72 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付願 昭和１６年度 (収)昭16. 4.17
東海紙料株式会
社

241 73 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付願 昭和１６年度 (収)昭16. 4.17
東海紙料株式会
社

241 74 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付願 昭和１６年度 (収)昭16. 4.17
東海紙料株式会
社

241 75 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付願 昭和１６年度 (収)昭16. 4.17
東海紙料株式会
社

241 76 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付願 昭和１６年度 (収)昭16. 4.17
東海紙料株式会
社

241 77 水利使用保証金関係綴（有価証券）御届 大正１４年度 (収)大15. 3.15
東京電燈株式会
社
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241 78 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 6.24
冨士鉱業株式会
社

241 79 水利使用保証金関係綴（有価証券）領収書 昭和１６年度 (収)昭16. 6.25
冨士鉱業株式会
社

241 80 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 6.24 河港課長

241 81 水利使用保証金関係綴（有価証券）商号変更ノ件 昭和１６年度 (起)昭16. 6.24 会計課

241 82 水利使用保証金関係綴（有価証券）商号変更届 昭和１６年度 (収)昭16. 6.14
冨士鉱業株式会
社

241 83 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付書 昭和１６年度 (収)昭16. 6.18
三光紡績株式会
社

241 84 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 7.23 会計課

241 85 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 7.23 会計課

241 86 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付ノ件 昭和１６年度 (起)昭16. 7.23 会計課

241 87 水利使用保証金関係綴（有価証券）製紙用水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 7.23 河港課長

241 88 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 7.23 （個人名）

241 89 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付ノ件 昭和１６年度 (起)昭16. 8. 6 会計課

241 90 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 8. 6 会計課

241 91 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 8. 6 会計課

241 92 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 8.16 会計課

241 93 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 6
東京電燈株式会
社

241 94 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 6
東京電燈株式会
社

241 95 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 6
東京電燈株式会
社
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241 96 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 5 河港課長

241 97 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受入ノ件 昭和１６年度 (起)昭16. 8. 6 会計課

241 98 水利使用保証金関係綴（有価証券）納付書 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 6
東京電燈株式会
社

241 99 水利使用保証金関係綴（有価証券）納付書 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 6
東京電燈株式会
社

241 100 水利使用保証金関係綴（有価証券）納付書 昭和１６年度 (収)昭16. 8. 6
東京電燈株式会
社

241 101 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金代表者変更ノ件 昭和１６年度 (起)昭16. 8.28 会計課

241 102 水利使用保証金関係綴（有価証券）代表者変更届出ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 8.27
伊豆合同電気株
式会社

241 103 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金差替ノ件 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 104 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 105 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 106 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 107 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 108 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 109 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 110 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 111 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 112 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 113 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課
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241 114 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 115 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.11 会計課

241 116 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用出願保証金差替願書 昭和１６年度 (収)昭16. 9.11
東邦電力株式会
社

241 117 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付ノ件 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

241 118 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 9.12
伊豆合同電気株
式会社

241 119 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

241 120 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

241 121 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

241 122 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

241 123 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

241 124 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

241 125 水利使用保証金関係綴（有価証券）領収書 昭和１６年度 (収)昭16. 9.12
伊豆合同電気株
式会社

241 126 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 9.12 河港課長

241 127 水利使用保証金関係綴（有価証券）納付保証金交換願 昭和１６年度 (収)昭16. 9.12
伊豆合同電気株
式会社

241 128 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有償証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

241 129 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭16.10.22 （個人名）

241 130 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.10.22 河港課長

241 131 水利使用保証金関係綴（有価証券）印鑑送付ノ件 昭和１６年度 (起)昭16.10.22 会計課
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241 132 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16.10.22 会計課

241 133 水利使用保証金関係綴（有価証券）納付保証金交換願 昭和１６年度 (収)昭16.10.31
伊豆合同電気株
式会社

241 134 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16.10.31 会計課

241 135 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭16.11.11 会計課

241 136 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１６年度 (収)昭16.11.11
三方原水力電気
株式会社

241 137 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.10. 9 河港課長

241 138 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１６年度 (収)昭16.12.27 （個人名）

241 139 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券還付ノ件 昭和１６年度 (起)昭17. 2.26 会計課

241 140 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 2.27
東京電燈株式会
社

241 141 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 2.26
東京電燈株式会
社

241 142 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 2.26
東京電燈株式会
社

241 143 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 2.26
東京電燈株式会
社

241 144 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 2.27 会計課

241 145 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 2.27 会計課

241 146 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 2.27 会計課

241 147 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 2.27 会計課

241 148 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受入ノ件 昭和１６年度 (起)昭17. 2.27 会計課

241 149 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付書 昭和１６年度 (収)昭17. 2.26
東京電燈株式会
社
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241 150 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付書 昭和１６年度 (収)昭17. 2.26
東京電燈株式会
社

241 151 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金納付書 昭和１６年度 (収)昭17. 2.26
東京電燈株式会
社

241 152 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 3.30
東京電燈株式会
社

241 153 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 154 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 2.18 河港課長

241 155 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 3.30
東京電燈株式会
社

241 156 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 157 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 158 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 3.30
東京電燈株式会
社

241 159 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 160 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 161 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 3.20
東京電燈株式会
社

241 162 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 163 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 3.30
東京電燈株式会
社

241 164 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 165 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 3.30
東京電燈株式会
社

241 166 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 167 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭17. 3.30
東京電燈株式会
社
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241 168 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１６年度 (起)昭17. 3.30 会計課

241 169 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 4. 1
矢作水力株式会
社

241 170 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用ニ関スル保証金還付ノ件 昭和１６年度 (収)昭17. 3.31 河港課長

241 171 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 4. 1 会計課

241 172 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 4. 1
矢作水力株式会
社

241 173 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和１６年度 (収)昭17. 3.31 河港課長

241 174 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 4. 1 会計課

241 175 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 4. 1
矢作水力株式会
社

241 176 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 4. 1 会計課

241 177 水利使用保証金関係綴（有価証券）請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 4. 1
矢作水力株式会
社

241 178 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和１６年度 (収)昭17. 3.31 河港課長

241 179 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 4. 1 会計課

241 180 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用出願取下願 昭和１７年度 (収)昭17. 5.19
東邦電力株式会
社

241 181 水利使用保証金関係綴（有価証券）天龍川筋発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 5.20 河港課長

241 182 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 5.21 会計課

241 183 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 5.21 会計課

241 184 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 5.21 会計課

241 185 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 5.21 会計課
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241 186 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 5.21 会計課

241 187 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金名義変更ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 5.21
東邦電力株式会
社

241 188 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金返還方ニ関スル件回答 昭和１７年度 (収)昭17. 6. 5 河港課長

241 189 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金返還方ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17. 5. 4
東邦電力株式会
社

241 190 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用出願保証金取下願 昭和１６年度 (収)昭17. 3.31
東邦電力株式会
社

241 191 水利使用保証金関係綴（有価証券）天龍川筋発電用水利使用許可ノ件 昭和１６年度 (収)昭17. 3.31 知事

241 192 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用出願保証金還付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 5.30
東邦電力株式会
社

241 193 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用出願保証金還付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 5.19
東邦電力株式会
社

241 194 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金納付人名義変更届ノ件 昭和１７年度 (起)昭17. 6.10 会計課

241 195 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券提出者名義変更届 昭和１７年度 (収)昭17. 6. 8
東邦電力株式会
社

241 196 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金納付人名義変更届ノ件 昭和１７年度 (起)昭17. 6.10 会計課

241 197 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金納付人名義変更届 昭和１７年度 (収)昭17. 6. 6
東京電燈株式会
社

241 198 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金納付人名義変更ノ件 昭和１７年度 (起)昭17. 7. 8 会計課

241 199 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金納付人名義変更届 昭和１７年度 (収)昭17. 6. 6
富士電力株式会
社

241 200 水利使用保証金関係綴（有価証券）保管金拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 6.17 （個人名）

241 201 水利使用保証金関係綴（有価証券）保管金受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 6.27 会計課

241 202 水利使用保証金関係綴（有価証券）水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 6.17 河港課長

241 203 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 7. 8
関東配電株式会
社
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241 204 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 7. 8 会計課

241 205 水利使用保証金関係綴（有価証券）大堰用水筋発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 7. 8 河港課長

241 206 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用出願保証金還付請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 8.12
東邦電力株式会
社

241 207 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用出願保証金還付方依頼 昭和１７年度 (収)昭17. 8.12 河港課長

241 208 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 8.12 会計課

241 209 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 8.12 会計課

241 210 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 8.20
伊豆合同電気株
式会社

241 211 水利使用保証金関係綴（有価証券）向原発電所発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和１７年度 (収)昭17. 8.20 河港課長

241 212 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 8.20 会計課

241 213 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 8. 2 会計課

241 214 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 8.20 会計課

241 215 水利使用保証金関係綴（有価証券）納付保証金交換願 昭和１７年度 (収)昭17. 8.20
伊豆合同電気株
式会社

241 216 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 8.20 会計課

241 217 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受入ノ件 昭和１７年度 (起)昭17. 8.20 会計課

241 218 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用出願保証金還付請求書 昭和１７年度 (収)昭17. 9.29
中部配電株式会
社

241 219 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 9.29 会計課

241 220 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17. 9.29 会計課

241 221 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用願保証金ニ関スル件 昭和１７年度 (収)昭17. 7.31 河港課長
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241 222 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 223 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 224 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 225 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 226 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 227 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 228 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 229 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 230 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 231 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 232 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有償証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 233 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 234 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 235 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 236 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 237 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 238 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 239 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課
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241 240 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 241 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 242 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 243 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 244 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 245 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 246 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 247 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 248 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 249 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 250 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 251 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 252 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 253 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 254 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 255 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 256 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 257 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課
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241 258 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 259 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 260 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 261 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 262 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.10. 2
関東配電株式会
社

241 263 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.10. 2 会計課

241 264 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１７年度 (収)昭17.11.26
関東配電株式会
社

241 265 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和１７年度 (起)昭17.11.26 会計課

241 266 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用保証金還付方ノ件 昭和１７年度 (収)昭17.11.18 河港課長

241 267 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金還付請求書 昭和１７年度 (収)昭17.11.27
大昭和製紙株式
会社

241 268 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金還付方ノ件 昭和１７年度 (収)昭17.11.27 河港課長

241 269 水利使用保証金関係綴（有価証券）領収書 昭和１７年度 (収)昭17.11.27
大昭和製紙株式
会社

241 270 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金還付請求書 昭和１７年度 (収)昭17.11.27
大昭和製紙株式
会社

241 271 水利使用保証金関係綴（有価証券）領収書 昭和１７年度 (収)昭17.11.27
大昭和製紙株式
会社

241 272 水利使用保証金関係綴（有価証券）保証金還付請求書 昭和１７年度 (収)昭17.11.27
大昭和製紙株式
会社

241 273 水利使用保証金関係綴（有価証券）領収書 昭和１７年度 (収)昭17.11.27
大昭和製紙株式
会社

241 274 水利使用保証金関係綴（有価証券）印鑑送付ノ件 昭和１８年度 (起)昭18. 4.17 会計課

241 275 水利使用保証金関係綴（有価証券）代表者変更届 昭和１７年度 (収)昭18. 3.23
王子製紙株式会
社
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241 276 水利使用保証金関係綴（有価証券）代表者変更届出ノ件 昭和１８年度 (起)昭18. 4.15 会計課

241 277 水利使用保証金関係綴（有価証券）代表者変更届出ノ件 昭和１７年度 (起)昭18. 3.18 会計課

241 278 水利使用保証金関係綴（有価証券）社名変更ニ関スル件 昭和１８年度 (起)昭18. 6.14 会計課

241 279 水利使用保証金関係綴（有価証券）社名変更ニ関スル件 昭和１８年度 (収)昭18. 6. 4
東海事業株式会
社

241 280 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用願保証金拂戻請求書送付ノ件 昭和２０年度 (収)昭20.11. 5 河港課長

241 281 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用願保証金取下請求書 昭和２０年度 (収)昭20.10.29
東海事業株式会
社

241 282 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用願保証金取下請求書 昭和２０年度 (収)昭20.10.29
東海事業株式会
社

241 283 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用願保証金取下請求書 昭和２０年度 (収)昭20.10.29
東海事業株式会
社

241 284 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用願保証金取下請求書 昭和２０年度 (収)昭20.10.29
東海事業株式会
社

241 285 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用願保証金取下請求書 昭和２０年度 (収)昭20.10.29
東海事業株式会
社

241 286 水利使用保証金関係綴（有価証券）始末書 昭和２０年度 (収)昭20.12.27
東海事業株式会
社

241 287 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用願保証金差換ニ関スル件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.18 河港課長

241 288 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用願保証証券差換請求書 昭和２０年度 (収)昭21. 1.10
東海事業株式会
社

241 289 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用願保証証券差換請求書 昭和２０年度 (収)昭21. 1.10
東海事業株式会
社

241 290 水利使用保証金関係綴（有価証券）発電用水利使用願保証金拂戻請求書送付ノ件 昭和２０年度 (収)昭21. 1.18 河港課長

241 291 水利使用保証金関係綴（有価証券）水利使用願保証金取下請求書 昭和２０年度 (収)昭21. 1.10
東海事業株式会
社

241 292 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券還付について 昭和２８年度 (起)昭28. 9.25 会計課

241 293 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券還付請求書 昭和２８年度 (収)昭28. 9.25
日本軽金属株式
会社
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241 294 水利使用保証金関係綴（有価証券）代表者変更届 昭和２８年度 (収)昭28. 9.25
日本軽金属株式
会社

241 295 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券受領証書 昭和２８年度 (起)昭28. 9.26 会計課

241 296 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券振込人名義変更方について 昭和２８年度 (起)昭28. 9.26 会計課

241 297 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券取扱者更送ノ件 昭和２１年度 (起)昭21.10.14 会計課

241 298 水利使用保証金関係綴（有価証券）政府保管有價証券取扱主任官の職名変更について 昭和２８年度 (起)昭28.10.19 会計課

241 299 水利使用保証金関係綴（有価証券）保管有價証券月計突合表 昭和２８年度 (起)昭28.10.27 会計課

242 1 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１２年度 (起)大12. 5.12 会計課

242 2 水利使用保証金下戻書類 受領書（保証金） 大正１２年度 (収)大12. 5.12 （個人名）

242 3 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１２年度 (起)大12. 6.12 会計課

242 4 水利使用保証金下戻書類 受領書（保証金） 大正１２年度 (収)大12. 6.12 （個人名）

242 5 水利使用保証金下戻書類 受領書（保証金） 大正１２年度 (収)大12. 6.27
須走電燈株式会
社

242 6 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１２年度 (起)大12. 6.27 会計課

242 7 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１２年度 (起)大12. 8. 2 会計課

242 8 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１２年度 (起)大12. 8. 3 会計課

242 9 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１２年度 (起)大12. 8. 3 会計課

242 10 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１２年度 (起)大12. 8. 3 会計課

242 11 水利使用保証金下戻書類 受領書（保管証書） 大正１２年度 (収)大12. 8.27 （個人名）

242 12 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１２年度 (起)大12. 8.27 会計課

352 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

242 13 水利使用保証金下戻書類 願書（保証金還付請求） 大正１２年度 (収)大12. 8.26
横浜電気株式会
社

242 14 水利使用保証金下戻書類 領収証（保証金） 大正１２年度 (収)大12.10. 4 （個人名）

242 15 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１２年度 (起)大12.10. 4 会計課

242 16 水利使用保証金下戻書類 小川沢川筋水利使用保証金下戻ノ件 大正１２年度 (起)大12.10. 2 会計課

242 17 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１２年度 (起)大12.10. 2 会計課

242 18 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１２年度 (起)大12.10. 2 会計課

242 19 水利使用保証金下戻書類 領収書（保管証書） 大正１３年度 (収)大13. 4. 8 （個人名）

242 20 水利使用保証金下戻書類 芝川筋発電用水利使用保証金納付者ニ還付ノ件 大正１３年度 (起)大13. 4. 8 会計課

242 21 水利使用保証金下戻書類 三倉村ニ保証金還付ノ件 大正１３年度 (起)大13. 4. 9 会計課

242 22 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１３年度 (起)大13. 4. 9 会計課

242 23 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 大正１３年度 (起)大13. 4.22 会計課

242 24 水利使用保証金下戻書類 請求書（保証金） 大正１３年度 (収)大13. 4.22
豆東製氷株式会
社

242 25 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１３年度 (起)大13. 6.20 会計課

242 26 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１２年度 (起)大13. 3. 5 会計課

242 27 水利使用保証金下戻書類 受領書（保管証書） 大正１３年度 (収)大13. 8. 7 （個人名）

242 28 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１３年度 (起)大13. 7.25 会計課

242 29 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１３年度 (起)大13. 9. 5 会計課

242 30 水利使用保証金下戻書類 受領証（保証金） 大正１３年度 (収)大13. 9.30 （個人名）
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242 31 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１４年度 (起)大14. 8.11 会計課

242 32 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻済通知 大正１４年度 (起)大14. 8.11 会計課

242 33 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 大正１４年度 (収)大14. 8.11 土木課長

242 34 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１４年度 (起)大14. 8.11 会計課

242 35 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 大正１４年度 (起)大14. 9.10 会計課

242 36 水利使用保証金下戻書類 水利保証金下戻ノ件 大正１４年度 (起)大14. 8.22 会計課

242 37 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻済通知 大正１４年度 (起)大14. 8.10 会計課

242 38 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付方ノ件 大正１４年度 (収)大14. 8.21 土木課長

242 39 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件（大滝区利用組合） 大正１４年度 (起)大14. 9.11 会計課

242 40 水利使用保証金下戻書類 ハンチ沢河水使用ニ関スル保証金還付方の件 大正１４年度 (収)大14. 9.10 土木課長

242 41 水利使用保証金下戻書類 保証金下附願（大滝区利用組合代表） 大正１４年度 (収)大14. 9. 6 大滝区利用組合

242 42 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１４年度 (起)大14. 5.12 会計課

242 43 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書45号 大正１４年度 (起)大14.12.15 会計課

242 44 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１４年度 (起)大15. 1.20 会計課

242 45 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用ニ関スル保証金還付ノ件 大正１４年度 (収)大15. 1. 9 土木課長

242 46 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書53号 大正１４年度 (起)大15. 1.27 会計課

242 47 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書52号 大正１４年度 (起)大15. 1.27 会計課

242 48 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書51号 大正１４年度 (起)大15. 1.27 会計課
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242 49 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書50号 大正１４年度 (起)大15. 1.27 会計課

242 50 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書49号 大正１４年度 (起)大15. 1.27 会計課

242 51 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書48号 大正１４年度 (起)大15. 1.27 会計課

242 52 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１４年度 (起)大14.12. 4 会計課

242 53 水利使用保証金下戻書類 水利使用ニ関スル保証金還付ノ件 大正１４年度 (収)大14.12. 3 土木課長

242 54 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書45号 大正１４年度 (起)大14.12. 5 会計課

242 55 水利使用保証金下戻書類 水車設置保証金下戻ノ件 大正１５年度 (起)大15. 8.11 会計課

242 56 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 大正１５年度 (収)大15. 8. 6 土木課長

242 57 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書7号 大正１５年度 (起)大15. 8.11 会計課

242 58 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書59号 大正１５年度 (起)大15. 8.24 会計課

242 59 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 大正１５年度 (起)大15. 8.26 会計課

242 60 水利使用保証金下戻書類 受領書（保証金） 大正１５年度 (収)大15. 8.10 （個人名）

242 61 水利使用保証金下戻書類 受領書（保証金） 大正１５年度 (収)大15.10. 8 （個人名）

242 62 水利使用保証金下戻書類 受領書（保証金） 昭和　２年度 (収)昭 2.12.10 （個人名）

242 63 水利使用保証金下戻書類 受領書（保証金） 大正１５年度 (収)大15.10.23 （個人名）

242 64 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１５年度 (起)大15.10.19 会計課

242 65 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 大正１５年度 (収)大15.10.14 土木課長

242 66 水利使用保証金下戻書類 領収証（水利使用保証金） 大正１５年度 (収)大15.12.10 （個人名）
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242 67 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１５年度 (起)大15. 9. 6 会計課

242 68 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 大正１５年度 (収)大15. 8.26 土木課長

242 69 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書74号 昭和　２年度 (起)昭 2. 4. 4 会計課

242 70 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　元年度 (起)昭 2. 2.25 会計課

242 71 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　元年度 (収)昭 2. 1.31 土木課長

242 72 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書66号 昭和　２年度 (起)昭 2. 6. 9 会計課

242 73 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１５年度 (起)大15.12.21 会計課

242 74 水利使用保証金下戻書類 横澤川発電用河水使用ニ関スル保証金還付方ノ件 大正１５年度 (収)大15.12.20 土木課長

242 75 水利使用保証金下戻書類 領収書（水利使用保証金） 昭和　２年度 (収)昭 2. 9.17 （個人名）

242 76 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 2. 7.30 会計課

242 77 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2. 7. 6 土木課長

242 78 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　２年度 (起)昭 2.10. 7 会計課

242 79 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 2.10. 7 会計課

242 80 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2. 9.27 土木課長

242 81 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　２年度 (起)昭 2.10. 8 会計課

242 82 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 2. 9.28 会計課

242 83 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2. 9.20 土木課長

242 84 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　２年度 (起)昭 2.10.11 会計課
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242 85 水利使用保証金下戻書類 水利保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 2. 9.28 会計課

242 86 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2. 9.27 土木課長

242 87 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書85号 昭和　２年度 (起)昭 2. 9.28 会計課

242 88 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 2. 9.28 会計課

242 89 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2. 9.21 土木課長

242 90 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書86号 昭和　２年度 (起)昭 2. 9.28 会計課

242 91 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 2. 9.28 会計課

242 92 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2. 9.17 土木課長

242 93 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　２年度 (起)昭 3. 1. 6 会計課

242 94 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 3. 1. 6 会計課

242 95 水利使用保証金下戻書類 奥山川発電用河水使用ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2. 6.10 土木課長

242 96 水利使用保証金下戻書類 領収証再下附願 昭和　２年度 (収)昭 3. 1. 6 （個人名）

242 97 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書92号 昭和　２年度 (起)昭 3. 3.12 会計課

242 98 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 3. 3.12 会計課

242 99 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書95号 昭和　２年度 (起)昭 3. 3.12 会計課

242 100 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 3. 3.12 会計課

242 101 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 3. 2.20 土木課長

242 102 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　２年度 (起)昭 3. 3.23 会計課
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242 103 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　２年度 (起)昭 2.12.21 会計課

242 104 水利使用保証金下戻書類 小澤川発電用河水使用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2.12.12 土木課長

242 105 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3. 4. 6 会計課

242 106 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2.12.19 土木課長

242 107 水利使用保証金下戻書類 保証金受領証書 昭和　３年度 (起)昭 3. 7.28 会計課

242 108 水利使用保証金下戻書類 水利保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3. 7.17 会計課

242 109 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件（水利使用） 昭和　３年度 (収)昭 3. 7. 4 土木課長

242 110 水利使用保証金下戻書類 領収証（水利使用保証金） 昭和　３年度 (収)昭 3. 8.30 （個人名）

242 111 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3. 8.30 会計課

242 112 水利使用保証金下戻書類 笹間川発電用河水使用保証金還付方ノ件 昭和　３年度 (収)昭 3. 8.29 土木課長

242 113 水利使用保証金下戻書類 保証金受領証書 昭和　３年度 (起)昭 3. 9.19 会計課

242 114 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3. 9.19 会計課

242 115 水利使用保証金下戻書類
半野用水路水車設置並発電用河水使用ニ関スル保
証金還付方ノ件

昭和　３年度 (収)昭 3. 9.19 土木課長

242 116 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　３年度 (起)昭 3.10.13 会計課

242 117 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3. 9. 7 会計課

242 118 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　３年度 (収)昭 3. 9. 1 土木課長

242 119 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　３年度 (起)昭 3.10.13 会計課

242 120 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10.13 会計課
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242 121 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　３年度 (収)昭 3. 7.21 土木課長

242 122 水利使用保証金下戻書類 領収書（保証金） 昭和　３年度 (収)昭 3.10.15 （個人名）

242 123 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3. 9. 7 会計課

242 124 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　３年度 (収)昭 3. 9. 1 土木課長

242 125 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10.18 会計課

242 126 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10.18 会計課

242 127 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　３年度 (起)昭 3.10.23 会計課

242 128 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10.13 会計課

242 129 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利使用保証金） 昭和　３年度 (収)昭 3.11. 2 （個人名）

242 130 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10.13 会計課

242 131 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　３年度 (収)昭 3.10.12 土木課長

242 132 水利使用保証金下戻書類 保証金下戻願 昭和　３年度 (収)昭 3.11. 2 （個人名）

242 133 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.11.12 会計課

242 134 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　３年度 (起)昭 3.11. 5 会計課

242 135 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10.30 会計課

242 136 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3. 9. 7 会計課

242 137 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　３年度 (収)昭 3. 8.18 土木課長

242 138 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.11. 6 会計課
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242 139 水利使用保証金下戻書類 請求書 昭和　３年度 (収)昭 3.11.15 （個人名）

242 140 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10.30 会計課

242 141 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10. 6 会計課

242 142 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.11.20 会計課

242 143 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　２年度 (収)昭 2. 9.14 土木課長

242 144 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金請求書 昭和　３年度 (収)昭 3.11.25 （個人名）

242 145 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10. 6 会計課

242 146 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.11.30 会計課

242 147 水利使用保証金下戻書類 発電水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (収)昭 3.11.30 土木課長

242 148 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金請求書 昭和　３年度 (収)昭 3.11. 7 （個人名）

242 149 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金ニ関スル件 昭和　３年度 (起)昭 3.11.30 会計課

242 150 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金ニ関スル件 昭和　３年度 (起)昭 3.11.30 会計課

242 151 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金ニ関スル件 昭和　３年度 (起)昭 3.11.12 会計課

242 152 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10. 8 会計課

242 153 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　３年度 (起)昭 4. 1. 8 会計課

242 154 水利使用保証金下戻書類 持越川発電用河水使用ニ関スル保証金還付方ノ件 大正１５年度 (収)大15. 7.26 土木課長

242 155 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　３年度 (起)昭 4. 1. 9 会計課

242 156 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 4. 1. 9 会計課
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242 157 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 4. 2.26 会計課

242 158 水利使用保証金下戻書類 受領書（保証金） 昭和　３年度 (収)昭 4. 2.25 （個人名）

242 159 水利使用保証金下戻書類 請求書（保証金） 昭和　３年度 (収)昭 4. 2.25
日本観光株式会
社

242 160 水利使用保証金下戻書類 名義変更届（代表者） 昭和　３年度 (収)昭 4. 2.20
日本観光株式会
社

242 161 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 4. 1.23 会計課

242 162 水利使用保証金下戻書類 入川発電水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (収)昭 4. 1.23 土木課長

242 163 水利使用保証金下戻書類 受領証（保証金） 昭和　３年度 (収)昭 4. 3.20
川根電燈株式会
社

242 164 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 4. 3.20 会計課

242 165 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利使用保証金） 昭和　３年度 (収)昭 4. 3.20
川根電燈株式会
社

242 166 水利使用保証金下戻書類 保証金下戻請求書 大正１４年度 (収)大14.10.15
川根電燈株式会
社

242 167 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 大正１３年度 (起)大13.11.14 会計課

242 168 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用ニ関スル保証金還付ノ件 大正１３年度 (収)大13.11.12 土木課長

242 169 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付之件 昭和　４年度 (起)昭 4. 5. 6 会計課

242 170 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 4.26 土木課長

242 171 水利使用保証金下戻書類 請求書（保証金） 昭和　４年度 (収)昭 4. 4.30 （個人名）

242 172 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利使用保証金） 昭和　４年度 (収)昭 4. 5.28 （個人名）

242 173 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金の還付方について 昭和　３年度 (起)昭 3.12.27 会計課

242 174 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10.30 会計課
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242 175 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　３年度 (起)昭 3.10. 6 会計課

242 176 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　４年度 (起)昭 4. 5.28 会計課

242 177 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用ニ関スル保証金還付ノ件 大正１４年度 (収)大14.11.12 土木課長

242 178 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　４年度 (起)昭 4. 7.16 会計課

242 179 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　４年度 (起)昭 4. 7.16 会計課

242 180 水利使用保証金下戻書類 水利保証金還付ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 6.19 土木課長

242 181 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　４年度 (起)昭 4. 8. 6 会計課

242 182 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　４年度 (起)昭 4. 8. 6 会計課

242 183 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 5.22 土木課長

242 184 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　４年度 (起)昭 4. 8. 8 会計課

242 185 水利使用保証金下戻書類 保証金還付済ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 7.30 土木課長

242 186 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　４年度 (起)昭 4. 8. 8 会計課

242 187 水利使用保証金下戻書類 保証金還付済ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 7.19 土木課長

242 188 水利使用保証金下戻書類 請求書（領収添付） 昭和　４年度 (収)昭 4. 8. 8 （個人名）

242 189 水利使用保証金下戻書類 保証金還付済ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 7.20 土木課長

242 190 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金） 昭和　４年度 (収)昭 4. 8. 8 （個人名）

242 191 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金） 昭和　４年度 (収)昭 4. 8. 8 （個人名）

242 192 水利使用保証金下戻書類 保証金還付済ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 7.16 土木課長

362 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

242 193 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　４年度 (起)昭 4. 8. 8 会計課

242 194 水利使用保証金下戻書類 保証金還付済ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 7.16 土木課長

242 195 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　４年度 (起)昭 4. 8. 8 会計課

242 196 水利使用保証金下戻書類 保証金還付済ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 7.16 土木課長

242 197 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金） 昭和　４年度 (収)昭 4.10.14 （個人名）

242 198 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4.10.14 土木課長

242 199 水利使用保証金下戻書類 領収書（水利保証金） 昭和　４年度 (収)昭 5. 2. 1 （個人名）

242 200 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ伴う保証金還付ノ件 昭和　４年度 (起)昭 5. 2. 1 会計課

242 201 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金） 昭和　４年度 (収)昭 5. 2. 1 （個人名）

242 202 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金ノ件 昭和　４年度 (収)昭 4. 9.14 土木課長

242 203 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　４年度 (起)昭 5. 3.12 会計課

242 204 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　４年度 (起)昭 5. 3.12 会計課

242 205 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和　４年度 (収)昭 5. 2.26 土木課長

242 206 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金） 昭和　４年度 (収)昭 5. 3.12 （個人名）

242 207 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金） 昭和　５年度 (収)昭 5.10.25
富士製紙株式会
社

242 208 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　５年度 (起)昭 5.12.26 会計課

242 209 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金） 昭和　５年度 (収)昭 5.12.26 （個人名）

242 210 水利使用保証金下戻書類 水車保証金還付方ノ件 昭和　５年度 (収)昭 5.12.26 土木課長
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242 211 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金）領収付 昭和　５年度 (収)昭 5.12.26 （個人名）

242 212 水利使用保証金下戻書類 水車保証金還付方ノ件 昭和　５年度 (収)昭 5.12.26 土木課長

242 213 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　５年度 (起)昭 6. 1.28 会計課

242 214 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利保証金） 昭和　５年度 (収)昭 6. 1. 8 （個人名）

242 215 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 7. 3 会計課

242 216 水利使用保証金下戻書類 保証金下附願 昭和　６年度 (収)昭 6. 6.27
原田製紙株式会
社

242 217 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 6. 6.30 土木課長

242 218 水利使用保証金下戻書類 水車使用保証金還付方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 6. 9. 4 土木課長

242 219 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6. 7.10 会計課

242 220 水利使用保証金下戻書類 保証金還付請求書 昭和　６年度 (収)昭 6. 7.10 （個人名）

242 221 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 9. 5 会計課

242 222 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6.10. 6 会計課

242 223 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方の件 昭和　６年度 (収)昭 6.10. 3 土木課長

242 224 水利使用保証金下戻書類 保証金下附願 昭和　６年度 (収)昭 6.12.10 （個人名）

242 225 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　６年度 (起)昭 7. 2.27 会計課

242 226 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　６年度 (起)昭 7. 2.27 会計課

242 227 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 7. 2.16 土木課長

242 228 水利使用保証金下戻書類 保証金下戻請求書 昭和　７年度 (収)昭 7. 7. 6
大日本製氷株式
会社
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242 229 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7. 7. 6 会計課

242 230 水利使用保証金下戻書類 会社名改称届 昭和　７年度 (収)昭 7. 7. 6
大日本製氷株式
会社

242 231 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　７年度 (収)昭 7. 6.25 土木課長

242 232 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金納入名儀変更ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7. 6.25 会計課

242 233 水利使用保証金下戻書類 保証金還付願 昭和　７年度 (収)昭 7. 6. 9
三河水力電気株
式会社

242 234 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7. 7.14 会計課

242 235 水利使用保証金下戻書類
河内川及鳴瀬沢筋発電用水利使用保証金ニ関スル
件

昭和　７年度 (収)昭 7. 6.18 土木課長

242 236 水利使用保証金下戻書類 保証金下戻請求書 昭和　７年度 (収)昭 7. 8.27 （個人名）

242 237 水利使用保証金下戻書類 水車用保証金還付方ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7. 8.17 会計課

242 238 水利使用保証金下戻書類 領収証（水利保証金） 昭和　７年度 (収)昭 7. 8.27 （個人名）

242 239 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金下渡ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7. 9.20 会計課

242 240 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7. 9.20 会計課

242 241 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　７年度 (収)昭 7. 6.16 土木課長

242 242 水利使用保証金下戻書類 保証金下戻請求書、領収書 昭和　７年度 (収)昭 8. 1.23 （個人名）

242 243 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　７年度 (収)昭 8. 1.13 土木課長

242 244 水利使用保証金下戻書類 保証金下戻請求書 昭和　９年度 (収)昭 9. 5.16 （個人名）

242 245 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和　９年度 (収)昭 9. 5.15 河港課長

242 246 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　９年度 (起)昭 9. 5.16 会計課
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242 247 水利使用保証金下戻書類 保証金下戻請求書 昭和　９年度 (収)昭 9.10.18 （個人名）

242 248 水利使用保証金下戻書類 製紙用水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　９年度 (収)昭 9.10.18 河港課長

242 249 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　９年度 (起)昭 9.10.18 会計課

242 250 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　９年度 (起)昭 9.10.19 会計課

242 251 水利使用保証金下戻書類 保証金下附願 昭和　９年度 (収)昭 9.12.10 （個人名）

242 252 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　９年度 (起)昭 9.12.10 会計課

242 253 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和　９年度 (収)昭 9.11.15 河港課長

242 254 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ニ関スル件 昭和　９年度 (起)昭 9.12.10 会計課

242 255 水利使用保証金下戻書類 保証金下附願 昭和　９年度 (収)昭10. 3.28
大河内電灯株式
会社

242 256 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　９年度 (起)昭10. 3.28 会計課

242 257 水利使用保証金下戻書類 保証金下附願 昭和　９年度 (収)昭10. 3.28
大河内電灯株式
会社

242 258 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和　９年度 (起)昭10. 3.28 会計課

242 259 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ニ関スル件 昭和　９年度 (収)昭10. 3.23 河港課長

242 260 水利使用保証金下戻書類 保証金下附願 昭和　９年度 (収)昭10. 3.19 （個人名）

242 261 水利使用保証金下戻書類 領収証（水利使用保証金） 昭和１０年度 (収)昭10. 4.27 （個人名）

242 262 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１０年度 (収)昭10. 4.27 河港課長

242 263 水利使用保証金下戻書類 請求書（保証金） 昭和１１年度 (収)昭11.10.23 （個人名）

242 264 水利使用保証金下戻書類 領収証（保証金） 昭和１１年度 (収)昭11.10.23 （個人名）
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242 265 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利使用保証金） 昭和１０年度 (収)昭10.11. 7
東洋モスリン株
式会社

242 266 水利使用保証金下戻書類 領収証（水利保証金） 昭和１０年度 (収)昭10.11. 7
東洋モスリン株
式会社

242 267 水利使用保証金下戻書類 発電用水利保証金還付方ノ件 昭和１０年度 (収)昭10.10.26 河港課長

242 268 水利使用保証金下戻書類 念書（保証金関係） 昭和１０年度 (収)昭10.11. 7
東洋モスリン株
式会社

242 269 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１０年度 (起)昭10.12. 6 会計課

242 270 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１０年度 (起)昭10.12.23 会計課

242 271 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１０年度 (起)昭10.12.23 会計課

242 272 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１０年度 (起)昭10.12.26 会計課

242 273 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１０年度 (起)昭11. 2.26 会計課

242 274 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和１０年度 (起)昭11. 2.26 会計課

242 275 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１０年度 (収)昭10.10. 3 河港課長

242 276 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１１年度 (起)昭11. 5.29 会計課

242 277 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付ニ関スル件 昭和１１年度 (収)昭11. 5.23 河港課長

242 278 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１１年度 (起)昭11. 9.17 会計課

242 279 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１１年度 (起)昭11. 9.14 会計課

242 280 水利使用保証金下戻書類 （個人名）出願水車設置ニ関スル件 昭和　９年度 (収)昭 9.12.10 河港課長

242 281 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１１年度 (起)昭11. 9.21 会計課

242 282 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１１年度 (起)昭11. 9.14 会計課
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242 283 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１０年度 (収)昭10. 9.14 河港課長

242 284 水利使用保証金下戻書類 保管金領収証 昭和１１年度 (起)昭11. 9.21 会計課

242 285 水利使用保証金下戻書類 伊東大川発電用水利使用保証金ニ関スル件 昭和１１年度 (起)昭11. 9.14 会計課

242 286 水利使用保証金下戻書類 伊東大川発電用水利使用ノ件 昭和１１年度 (収)昭11. 6. 3 河港課長

242 287 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１１年度 (起)昭11. 9.22 会計課

242 288 水利使用保証金下戻書類 保証金還付方の件 昭和１１年度 (起)昭11. 9.22 会計課

242 289 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１１年度 (起)昭11.10. 7 会計課

242 290 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１１年度 (起)昭11.10. 1 会計課

242 291 水利使用保証金下戻書類 保証金還付ノ件 昭和１１年度 (収)昭11. 9.17 河港課長

242 292 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付ノ件 昭和１１年度 (収)昭11. 9.17 河港課長

242 293 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書90号 昭和１２年度 (起)昭12.11.22 会計課

242 294 水利使用保証金下戻書類 船原川発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１２年度 (収)昭12.11.22 河港課長

242 295 水利使用保証金下戻書類 領収証 昭和１４年度 (収)昭14.12.22 清光園

242 296 水利使用保証金下戻書類 保管金還付ノ件 昭和１４年度 (起)昭14.12.22 会計課

242 297 水利使用保証金下戻書類 保証金御拂渡願 昭和１４年度 (収)昭14.12.22 清光園

242 298 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和１４年度 (起)昭14.12.22 会計課

242 299 水利使用保証金下戻書類 水利使用願人名儀変更ニ付承認願 昭和１１年度 (収)昭11. 7.24 清光園

242 300 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用保証金還付ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 1. 9 河港課長
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242 301 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 1. 9 会計課

242 302 水利使用保証金下戻書類 請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 1.29
大昭和製紙株式
会社

242 303 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 1.29 会計課

242 304 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 1.29 会計課

242 305 水利使用保証金下戻書類 大昭和製紙株式会社出願芝川発電用水利使用ノ件 昭和１５年度 (起)昭16. 1.29 会計課

242 306 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 3. 6 会計課

242 307 水利使用保証金下戻書類 保証金還付請求書 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 6
大昭和製紙株式
会社

242 308 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 3. 6 河港課長

242 309 水利使用保証金下戻書類 保証金納付願 昭和１５年度 (収)昭16. 3.19
三島工業株式会
社

242 310 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１５年度 (起)昭16. 3.19 会計課

242 311 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利使用保証金） 昭和１５年度 (収)昭16. 3.19 （個人名）

242 312 水利使用保証金下戻書類 保証金還付方ノ件 昭和１５年度 (収)昭16. 3.19 河港課長

242 313 水利使用保証金下戻書類 政府保管支出調書 昭和１６年度 (起)昭16. 8.11 会計課

242 314 水利使用保証金下戻書類 政府保管金拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭16. 9.12
伊豆合同電気株
式会社

242 315 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.12 会計課

242 316 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１６年度 (起)昭16. 9.30 会計課

242 317 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16. 9.30 河港課長

242 318 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利使用保証金） 昭和１６年度 (収)昭16.11.19
中外鉱業株式会
社
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242 319 水利使用保証金下戻書類 御届（社名変更届） 昭和１６年度 (収)昭16.11.19
中外鉱業株式会
社

242 320 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.11.19 河港課長

242 321 水利使用保証金下戻書類 保管金拂渡請求書 昭和１６年度 (収)昭16.12.22 （個人名）

242 322 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１６年度 (起)昭16.12.22 会計課

242 323 水利使用保証金下戻書類 水車設置ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和１６年度 (収)昭16.12.22 河港課長

242 324 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証有價証券拂渡ノ件 昭和１８年度 (起)昭18. 7.21 会計課

242 325 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用ニ対する保証金還付方ノ件 昭和１８年度 (収)昭18. 7.21 河港課長

242 326 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 7.21
伊豆合同電気株
式会社

242 327 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 7.21
伊豆合同電気株
式会社

242 328 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 7.21
伊豆合同電気株
式会社

242 329 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 7.21
伊豆合同電気株
式会社

242 330 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１８年度 (起)昭18. 7.21 会計課

242 331 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１８年度 (起)昭18. 7.21 会計課

242 332 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１８年度 (起)昭18. 7.21 会計課

242 333 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１８年度 (起)昭18. 7.21 会計課

242 334 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金拂戻請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 7.29
日本軽金属株式
会社

242 335 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１８年度 (起)昭18. 7.29 会計課

242 336 水利使用保証金下戻書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 7.29
日本軽金属株式
会社
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242 337 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１８年度 (起)昭18. 7.29 会計課

242 338 水利使用保証金下戻書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 7.29
日本軽金属株式
会社

242 339 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１８年度 (起)昭18. 7.29 会計課

242 340 水利使用保証金下戻書類
富士川筋発電用水利使用願ニ関スル保証金還付ノ
件

昭和１８年度 (収)昭18. 7.29 河港課長

242 341 水利使用保証金下戻書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１８年度 (収)昭18. 9.28 （個人名）

242 342 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１８年度 (起)昭18. 9.28 会計課

242 343 水利使用保証金下戻書類 請求書（水利使用保証金） 昭和１８年度 (収)昭18.10. 4 （個人名）

242 344 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和１８年度 (起)昭18.10. 4 会計課

242 345 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金納人住所変更届 昭和１９年度 (起)昭19.10.24 会計課

242 346 水利使用保証金下戻書類 住所変更届 昭和１９年度 (収)昭19.10.23
日本軽金属株式
会社

242 347 水利使用保証金下戻書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１９年度 (収)昭19.10.23
日本軽金属株式
会社

242 348 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１９年度 (起)昭19.10.24 会計課

242 349 水利使用保証金下戻書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１９年度 (収)昭19.10.23
日本軽金属株式
会社

242 350 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１９年度 (起)昭19.10.24 会計課

242 351 水利使用保証金下戻書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１９年度 (収)昭19.10.23
日本軽金属株式
会社

242 352 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１９年度 (起)昭19.10.24 会計課

242 353 水利使用保証金下戻書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１９年度 (収)昭19.10.23
日本軽金属株式
会社

242 354 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１９年度 (起)昭19.10.24 会計課
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242 355 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用保証金拂戻請求書送付ノ件 昭和１９年度 (収)昭19.10.23 河港課長

242 356 水利使用保証金下戻書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和２２年度 (収)昭23. 3.24
王子製紙株式会
社

242 357 水利使用保証金下戻書類 政府保管有價証券受領証書 昭和２２年度 (起)昭23. 3.24 会計課

242 358 水利使用保証金下戻書類 保管金還付について（水利保証金） 昭和２８年度 (起)昭28. 5. 7 会計課

242 359 水利使用保証金下戻書類 発電用水利使用に伴う保証金還付方について 昭和２７年度 (収)昭28. 3. 6 河港課長

242 360 水利使用保証金下戻書類 水利保証金証書名義変更届の件 昭和２７年度 (収)昭27.11.12
本州製紙株式会
社

242 361 水利使用保証金下戻書類 御届（社名儀変更） 昭和２７年度 (収)昭27.10.31
本州製紙株式会
社

242 362 水利使用保証金下戻書類 保管金受領証書 昭和２８年度 (起)昭28. 5. 9 会計課

242 363 水利使用保証金下戻書類 保証金還付願 昭和２７年度 (収)昭27.11. 1
本州製紙株式会
社

242 364 水利使用保証金下戻書類 水利使用保証金還付に関する件 昭和２８年度 (収)昭28. 4.30
本州製紙株式会
社

242 365 水利使用保証金下戻書類 歳入歳出外現金出納官吏任命及印鑑通知の件 昭和２６年度 (起)昭26. 4. 2 会計課

242 366 水利使用保証金下戻書類 歳入歳出外現金出納官吏任命及印鑑通知の件 昭和２６年度 (起)昭26. 4. 2 会計課

243 1 縣本金庫担保価格関係 縣金庫担保品追加ノ件 昭和　７年度 (施)昭 7.12. 8 会計課

243 2 縣本金庫担保価格関係 縣金庫担保品價格改定ノ件 昭和　７年度 (施)昭 7.12. 5 会計課

243 3 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件 昭和　７年度 (施)昭 7. 9.29 会計課

243 4 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫負担ニ関スル件回答（東京府） 昭和　７年度 (施)昭 7. 9.30 会計課

243 5 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫負担等ニ関スル件（京都府） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.13 会計課

243 6 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件回答（大阪府） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 6 会計課
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243 7 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（神奈川縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.13 会計課

243 8 縣本金庫担保価格関係 縣金庫担保等ニ関スル件（兵庫縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.15 会計課

243 9 縣本金庫担保価格関係 縣金庫担保等ニ関スル件（長崎縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 1 会計課

243 10 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（新潟縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 5 会計課

243 11 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（埼玉縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 4 会計課

243 12 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（群馬縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 8 会計課

243 13 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（千葉縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.28 会計課

243 14 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保ニ関スル件（茨城縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.10 会計課

243 15 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（栃木縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 5 会計課

243 16 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（奈良縣） 昭和　７年度 (施)昭 7. 9.30 会計課

243 17 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（三重縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 6 会計課

243 18 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（愛知縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 3 会計課

243 19 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（山梨縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 7 会計課

243 20 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（滋賀縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 8 会計課

243 21 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（岐阜縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 1 会計課

243 22 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（長野縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.18 会計課

243 23 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（宮城縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 1 会計課

243 24 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（岩手縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 3 会計課

373 ページ



歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録　（戦　前　中　心）

簿冊番号 件名番号 簿冊名 件名 作成年度 文書年月日 作成部署等 即時閲覧

243 25 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（青森縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 4 会計課

243 26 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（山形縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.11 会計課

243 27 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（秋田縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 6 会計課

243 28 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（福井縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 4 会計課

243 29 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（富山縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.31 会計課

243 30 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（鳥取縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 7 会計課

243 31 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（岡山縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.18 会計課

243 32 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（廣島縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 1 会計課

243 33 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（山口縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 1 会計課

243 34 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（島根縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 1 会計課

243 35 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（徳島縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.13 会計課

243 36 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（香川縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.11 会計課

243 37 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（愛媛縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.12 会計課

243 38 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（高知縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10.26 会計課

243 39 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（大分縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 3 会計課

243 40 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（佐賀縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 5 会計課

243 41 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（熊本縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 1 会計課

243 42 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（鹿児島縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.10. 6 会計課
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243 43 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（沖縄縣） 昭和　７年度 会計課

243 44 縣本金庫担保価格関係 金庫担保等ノ件回答（石川縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.11.15 会計課

243 45 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫事務ニ関スル件 昭和　７年度 (施)昭 7.11. 7 会計課

243 46 縣本金庫担保価格関係 府縣金庫担保等ニ関スル件（和歌山縣） 昭和　７年度 (施)昭 7.11.25 会計課

243 47 縣本金庫担保価格関係 縣本金庫担保領収ノ件 昭和１８年度 (施)昭18.11.30 会計課

243 48 縣本金庫担保価格関係 担保品下戻請求書 昭和１８年度 (施)昭18. 8.  会計課

244 1 例規　租税外諸収入
國民徴用令の規定による管理工場の事業主國庫納
付金科目

昭和１６年度 (施)昭16. 8.12 会計課

244 2 例規　租税外諸収入 歳入領収済通知書日付印廃止ノ件 昭和１６年度 (施)昭16.10. 2 会計課

244 3 例規　租税外諸収入 歳入現計書提出省略ノ件 昭和１７年度 (施)昭18. 3.18 会計課

244 4 例規　租税外諸収入 恩給法ニ依ル文官納金改正ニ関スル件 昭和１８年度 (施)昭18. 4.16 会計課

244 5 例規　租税外諸収入 軍事費献納金ノ取扱ニ付伺 昭和１８年度 (施)昭18.10.26 会計課

244 6 例規　租税外諸収入 軍事費献納金ノ取扱ニ関スル件 昭和１８年度 (施)昭18.11. 2 会計課

244 7 例規　租税外諸収入 一般會計歳入徴収報告書ノ件 昭和１８年度 (施)昭18.11. 4 会計課

244 8 例規　租税外諸収入 戦時災害ニ因ル歳入事務処理方ノ件 昭和２０年度 (施)昭20. 9. 7 会計課

244 9 例規　租税外諸収入 戦時災害ニ因ル國庫証拠金等亡失ノ場合ノ取扱方 昭和２０年度 (施)昭20. 8.21 会計課

244 10 例規　租税外諸収入 戦時復興資金献納金ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭20.10.16 会計課

244 11 例規　租税外諸収入 日本再興資金寄附行為ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.23 会計課

244 12 例規　租税外諸収入 日本再興資金寄附行為ニ関スル件 昭和２０年度 (施)昭21. 1.17 会計課
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245 1 水利使用保証金関係書類 御請書（芝川水利使用願取下） 昭和　５年度 (収)昭 5.10.22 （個人名）

245 2 水利使用保証金関係書類 保償金還付方ノ件（芝川水利関係） 昭和　５年度 (収)昭 5.10.20 土木課長

245 3 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　５年度 (起)昭 5.12.12 会計課

245 4 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　５年度 (収)昭 5.12.12 （個人名）

245 5 水利使用保証金関係書類
芝川水系半野用水河水使用ニ関スル保証金還付方
ノ件

昭和　５年度 (収)昭 5.10.31 土木課長

245 6 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　５年度 (起)昭 5.12.19 会計課

245 7 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　５年度 (収)昭 5.12.19
狩野川電力株式
会社

245 8 水利使用保証金関係書類 本谷川発電用河水使用ニ関スル保証金還付方の件 昭和　５年度 (収)昭 5.11.24 土木課長

245 9 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金差替願 昭和　５年度 (収)昭 6. 1.27
大井川電力株式
会社

245 10 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　５年度 (起)昭 6. 1.27 会計課

245 11 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券領収証 昭和　５年度 (収)昭 6. 2.20
富士川電力株式
会社

245 12 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂戻請求書 昭和　５年度 (収)昭 6. 2.20
富士川電力株式
会社

245 13 水利使用保証金関係書類 領収書 昭和　５年度 (収)昭 6. 3. 4 （個人名）

245 14 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　５年度 (収)昭 6. 3. 4 （個人名）

245 15 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　５年度 (起)昭 6. 3.24 会計課

245 16 水利使用保証金関係書類 保管金受領証書 昭和　５年度 (起)昭 6. 3.24 会計課

245 17 水利使用保証金関係書類 請求書（興津川水利使用保証金） 昭和　５年度 (収)昭 6. 3.24 （個人名）

245 18 水利使用保証金関係書類 権利放棄書（興津川水利使用権） 昭和　５年度 (収)昭 6. 3.19 （個人名）
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245 19 水利使用保証金関係書類 請書（興津川水利使用権） 昭和　５年度 (収)昭 6. 3.19 （個人名）

245 20 水利使用保証金関係書類 保証金還付方通知の件 昭和　５年度 (収)昭 6. 3.23 土木課長

245 21 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金還付之件 昭和　５年度 (起)昭 6. 3.31 会計課

245 22 水利使用保証金関係書類
天龍川発電用河水使用願ニ関スル保証金還付方ノ
件

昭和　５年度 (収)昭 6. 3.23 土木課長

245 23 水利使用保証金関係書類 領収書 昭和　５年度 (収)昭 6. 3.24 （個人名）

245 24 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 4.30 会計課

245 25 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書（中河内川水利権） 昭和　６年度 (収)昭 6. 4.30 （個人名）

245 26 水利使用保証金関係書類
安倍川支川中河内川発電用水利使用願ニ関スル保
証金還付の件

昭和　６年度 (収)昭 6. 4.30 土木課長

245 27 水利使用保証金関係書類 住所変更届 昭和　６年度 (収)昭 6. 5.28
伊那電気鉄道株
式会社

245 28 水利使用保証金関係書類 會社所在地番変更の件 昭和　６年度 (起)昭 6. 6. 8 会計課

245 29 水利使用保証金関係書類 所在地番変更御届 昭和　６年度 (収)昭 6. 6. 4
東京電燈株式会
社

245 30 水利使用保証金関係書類 代表者印鑑送付の件 昭和　６年度 (起)昭 6. 6.12 会計課

245 31 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 6.15 会計課

245 32 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　６年度 (収)昭 6. 6.15 （個人名）

245 33 水利使用保証金関係書類 発電用河水使用に関する保証金還付方の件 昭和　６年度 (収)昭 6. 5.19 土木課長

245 34 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 6.16 会計課

245 35 水利使用保証金関係書類 保証金差替額（天竜川水利権） 昭和　６年度 (収)昭 6. 6.13
東邦電力株式会
社

245 36 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 7. 1 会計課
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245 37 水利使用保証金関係書類
政府保管有價証券拂渡請求書（天竜川水系横山
川）

昭和　６年度 (収)昭 6. 7. 1 （個人名）

245 38 水利使用保証金関係書類 納付書（水利使用願の保証金） 昭和　６年度 (収)昭 6. 7. 1 （個人名）

245 39 水利使用保証金関係書類 印鑑送付の件 昭和　６年度 (起)昭 6. 7. 1 会計課

245 40 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 7. 6 会計課

245 41 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　６年度 (収)昭 6. 7. 1 （個人名）

245 42 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 7. 8 会計課

245 43 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6. 7. 8 会計課

245 44 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　６年度 (収)昭 6. 7. 8 （個人名）

245 45 水利使用保証金関係書類
狩野川外ノ川発電用河水使用ニ関スル保証金還付
方の件

昭和　６年度 (収)昭 6. 7. 6 土木課長

245 46 水利使用保証金関係書類 政府保管有償証券拂渡請求書 昭和　６年度 (収)昭 6. 7. 6 （個人名）

245 47 水利使用保証金関係書類 保証有價証券利札尽引換請求承認の件 昭和　６年度 (起)昭 6. 7. 9 会計課

245 48 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 7.10 会計課

245 49 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6. 7.10 会計課

245 50 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　６年度 (収)昭 6. 7.10
伊那電気鉄道株
式会社

245 51 水利使用保証金関係書類 天龍川発電用河水使用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 6. 7.10 土木課長

245 52 水利使用保証金関係書類 會社位置変更ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6. 7.10 会計課

245 53 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入の件 昭和　６年度 (起)昭 6. 7.20 会計課

245 54 水利使用保証金関係書類 保証金上納書 昭和　６年度 (収)昭 6. 7.17 （個人名）
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245 55 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6. 8.10 会計課

245 56 水利使用保証金関係書類
大井川筋発電用河水使用ニ関スル保証金還付方ノ
件

昭和　６年度 (収)昭 6. 7.28 土木課長

245 57 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 7.28 会計課

245 58 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 8. 5 会計課

245 59 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6. 8. 5 会計課

245 60 水利使用保証金関係書類 保記金下戻願 昭和　６年度 (収)昭 6. 8. 5
狩野川電力株式
会社

245 61 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6. 8.10 会計課

245 62 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　６年度 (収)昭 6. 8.10
東海紙料株式会
社

245 63 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金証券差換ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6. 8.12 会計課

245 64 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券引換請求書 昭和　６年度 (収)昭 6. 8.12
日本産業株式会
社

245 65 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 8.12 会計課

245 66 水利使用保証金関係書類 大倉川発電用河水使用ニ関スル保証金還付方の件 昭和　６年度 (収)昭 6. 9.12 土木課長

245 67 水利使用保証金関係書類 領収証 昭和　６年度 (収)昭 6. 9.12 （個人名）

245 68 水利使用保証金関係書類 天竜川河水使用保証金継承ノ件 昭和　６年度 (起)昭 6.12. 4 会計課

245 69 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6.12.12 会計課

245 70 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　６年度 (収)昭 6.12.12 （個人名）

245 71 水利使用保証金関係書類 水車用保証金還付方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 6. 8.18 土木課長

245 72 水利使用保証金関係書類 発電用水利使用願ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 6.12.22 土木課長
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245 73 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6.12.22 会計課

245 74 水利使用保証金関係書類
修善寺川発電用河水使用ニ関スル保証金還付方ノ
件

昭和　６年度 (収)昭 6.11.18 土木課長

245 75 水利使用保証金関係書類 受領書 昭和　６年度 (収)昭 7. 1.25 （個人名）

245 76 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 7. 3. 5 会計課

245 77 水利使用保証金関係書類 河津川水車用河水使用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 7. 3. 9 土木課長

245 78 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金納付會社名変更ノ件 昭和　６年度 (起)昭 7. 3.26 会計課

245 79 水利使用保証金関係書類 代表者員更迭ノ件 昭和　６年度 (収)昭 7. 3.26
足柄電気合資会
社

245 80 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　６年度 (収)昭 6. 8.19 （個人名）

245 81 水利使用保証金関係書類 水車使用保証金還付方ノ件 昭和　６年度 (収)昭 6. 9.15 土木課長

245 82 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　６年度 (起)昭 6. 9.28 会計課

245 83 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金納入住所及印鑑変更に関する件 昭和　６年度 (起)昭 6.12.28 会計課

245 84 水利使用保証金関係書類 代表者変更ノ件 昭和　６年度 (起)昭 7. 1. 8 会計課

245 85 水利使用保証金関係書類 印鑑送付ノ件 昭和　６年度 (起)昭 7. 1.27 会計課

245 86 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　７年度 (収)昭 7. 5.24 （個人名）

245 87 水利使用保証金関係書類
阿多古川筋製材用水車設置ニ関スル保証金還付方
ノ件

昭和　７年度 (収)昭 7. 5.24 土木課長

245 88 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7. 5.24 会計課

245 89 水利使用保証金関係書類 保証有價証券利札尽引換請求承認ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7. 5.24 会計課

245 90 水利使用保証金関係書類 水利用保証金納付會社変更ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7. 6.20 会計課
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245 91 水利使用保証金関係書類
狩野川及本谷川、猫越川筋発電用水利使用ニ関ス
ル保証金名義変更ノ件

昭和　７年度 (収)昭 7. 6.14 土木課長

245 92 水利使用保証金関係書類 請求書 昭和　７年度 (収)昭 7. 6.16 （個人名）

245 93 水利使用保証金関係書類 保管金受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7. 6.16 会計課

245 94 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　７年度 (収)昭 7. 6.21 （個人名）

245 95 水利使用保証金関係書類 宮川筋発電河水利用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　７年度 (収)昭 7. 6.18 土木課長

245 96 水利使用保証金関係書類 領収書 昭和　７年度 (収)昭 7. 6.21 （個人名）

245 97 水利使用保証金関係書類 保管証券差換願 昭和　７年度 (収)昭 7. 6.10
河津川水力電気
株式会社

245 98 水利使用保証金関係書類 保管証券差換願 昭和　７年度 (収)昭 7. 6.10
河津川水力電気
株式会社

245 99 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7. 6.21 会計課

245 100 水利使用保証金関係書類 発電水利使用保証金受入ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7. 9. 3 会計課

245 101 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　７年度 (収)昭 7. 9. 3
伊豆水力電気株
式会社

245 102 水利使用保証金関係書類 保証金差替願 昭和　７年度 (収)昭 7. 9. 6
東邦電力株式会
社

245 103 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7. 9.12 会計課

245 104 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7. 9.12 会計課

245 105 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金納人名義変更ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7. 9.22 会計課

245 106 水利使用保証金関係書類 保証金納人名義変更ノ申請 昭和　７年度 (収)昭 7. 9.20
濱名水力電気株
式会社

245 107 水利使用保証金関係書類 発電用水利使用出願保証金差替願 昭和　７年度 (収)昭 7.10. 6
東邦電力株式会
社

245 108 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7.10.11 会計課
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245 109 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7.10.11 会計課

245 110 水利使用保証金関係書類 保証金還付請求書 昭和　７年度 (収)昭 7.10.14
丹那電力株式会
社

245 111 水利使用保証金関係書類 冷川筋発電用水利使用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　７年度 (収)昭 7. 9.14 土木課長

245 112 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7.10.14 会計課

245 113 水利使用保証金関係書類 委任状の原本証明ニ関スル件 昭和　７年度 (起)昭 7.10.21 会計課

245 114 水利使用保証金関係書類 証明願 昭和　７年度 (収)昭 7.10.20
丹那電力株式会
社

245 115 水利使用保証金関係書類 委任状の原本証明ニ関スル件 昭和　７年度 (起)昭 7.10.22 会計課

245 116 水利使用保証金関係書類 証明願 昭和　７年度 (収)昭 7.10.22 （個人名）

245 117 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金還付ノ件 昭和　７年度 (起)昭 7.10.31 会計課

245 118 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7.10.31 会計課

245 119 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7.10.31 会計課

245 120 水利使用保証金関係書類 保証金差換 昭和　７年度 (収)昭 7.12. 1
第二富士電力株
式会社

245 121 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　７年度 (起)昭 7.12.26 会計課

245 122 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金納入の住所変更ノ件 昭和　７年度 (起)昭 8. 3. 8 会計課

245 123 水利使用保証金関係書類 會社所在地ノ地名地番変更届 昭和　７年度 (収)昭 7.12. 1
富士川電力株式
会社

245 124 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金納入の住所変更ノ件 昭和　７年度 (起)昭 8. 3. 8 会計課

245 125 水利使用保証金関係書類 所在地変更ノ御届 昭和　７年度 (収)昭 7.12. 1
東京電燈株式会
社

245 126 水利使用保証金関係書類 水利使用ニ伴フ保証金納入代表者更ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8. 4.19 会計課
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245 127 水利使用保証金関係書類 取締役改選名儀変更届 昭和　８年度 (収)昭 8. 4.14
川根電力索道株
式会社

245 128 水利使用保証金関係書類 水利使用権ニ伴フ保証金納入ニ関スル件 昭和　８年度 (起)昭 8. 4.20 会計課

245 129 水利使用保証金関係書類 水利使用権ニ伴フ保証金納入脱退ニ関スル件 昭和　８年度 (起)昭 8. 4.20 会計課

245 130 水利使用保証金関係書類 脱退届（天竜川気田川水利使用許可） 昭和　７年度 (収)昭 8. 3. 2 （個人名）

245 131 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券並現金請求書 昭和　８年度 (収)昭 8. 5. 8 （個人名）

245 132 水利使用保証金関係書類 安倍川発電用河水使用ニ関スル保証金還付ノ件 昭和　６年度 (収)昭 6. 5.26 土木課長

245 133 水利使用保証金関係書類 領収証 昭和　８年度 (収)昭 8. 5. 8 （個人名）

245 134 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8. 5.18 会計課

245 135 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　８年度 (収)昭 8. 5.16
河津川水力電気
株式会社

245 136 水利使用保証金関係書類 法人の住所移転ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8. 6. 7 会計課

245 137 水利使用保証金関係書類 届書（移転届出） 昭和　８年度 (収)昭 8. 6. 5
狩野川電力株式
会社

245 138 水利使用保証金関係書類 天龍川発電用水利使用願人権利放棄ノ件 昭和　８年度 (収)昭 8. 6.16 （個人名）

245 139 水利使用保証金関係書類 天龍川発電用水利使用願人異動ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8. 6.14 会計課

245 140 水利使用保証金関係書類 天龍川発電用水利使用願人異動ノ件 昭和　８年度 (収)昭 8. 6.14 土木課長

245 141 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金納入住所改稱ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8. 6.20 会計課

245 142 水利使用保証金関係書類 所在地改稱届 昭和　８年度 (収)昭 8. 6.20
王子製紙株式会
社

245 143 水利使用保証金関係書類 保証金差換願 昭和　８年度 (収)昭 8. 9.12
第二富士電力株
式会社

245 144 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　８年度 (起)昭 8. 9.12 会計課
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245 145 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金下戻ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8. 9.29 会計課

245 146 水利使用保証金関係書類
猫沢、中堀、金正寺堀、発電用水利使用ニ関スル
保証金還付の件

昭和　６年度 (収)昭 7. 2.12 土木課長

245 147 水利使用保証金関係書類
中堰用水発電用河水使用ニ関スル保証金還付方ノ
件

昭和　６年度 (収)昭 7. 2.12 土木課長

245 148 水利使用保証金関係書類 御願書 昭和　７年度 (収)昭 7. 4.28
東京電燈株式会
社

245 149 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　８年度 (起)昭 8.10. 2 会計課

245 150 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　８年度 (起)昭 8.10. 2 会計課

245 151 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　８年度 (収)昭 8.10. 2
東京電燈株式会
社

245 152 水利使用保証金関係書類 保証書（還付請求） 昭和　８年度 (収)昭 8.10. 2
東京電燈株式会
社

245 153 水利使用保証金関係書類 保証書（還付請求） 昭和　８年度 (収)昭 8.10. 2
東京電燈株式会
社

245 154 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券拂渡請求書 昭和　８年度 (収)昭 8.10. 2
東京電燈株式会
社

245 155 水利使用保証金関係書類 保管有價証券利札尽引換請求承認ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8.11.14 会計課

245 156 水利使用保証金関係書類 保管有價証券利札尽引換請求承認ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8.11.14 会計課

245 157 水利使用保証金関係書類 保証有價証券利札尽引換ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8.11.27 会計課

245 158 水利使用保証金関係書類 水利用保証金納入代表者変更ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8.11. 6 会計課

245 159 水利使用保証金関係書類 御届（社長変更） 昭和　８年度 (収)昭 8.11.25
東京電燈株式会
社

245 160 水利使用保証金関係書類 水利用保証金納入印鑑送付ノ件 昭和　８年度 (起)昭 8.12.18 会計課

245 161 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　８年度 (起)昭 9. 2.20 会計課

245 162 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　８年度 (収)昭 9. 2.20
富士郡製紙工業
組合
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245 163 水利使用保証金関係書類 水利用保証金納入名儀変更ノ件 昭和　９年度 (起)昭 9. 4.19 会計課

245 164 水利使用保証金関係書類 名儀変更届 昭和　９年度 (収)昭 9. 4.17
中部電力株式会
社

245 165 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　９年度 (起)昭 9. 9.25 会計課

245 166 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　９年度 (収)昭 9. 9.25
三光紡績株式会
社

245 167 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　９年度 (起)昭 9.10.22 会計課

245 168 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　９年度 (収)昭 9.10.22
天龍水力株式会
社

245 169 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　９年度 (起)昭 9.11. 5 会計課

245 170 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　９年度 (収)昭 9.11. 1
長島水電利用組
合

245 171 水利使用保証金関係書類 領収証 昭和　９年度 (収)昭 9.11. 5 （個人名）

245 172 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金納付入代表者名儀変更ニ関スル件 昭和　９年度 (起)昭10. 2.20 会計課

245 173 水利使用保証金関係書類 代表者変更届 昭和　９年度 (収)昭10. 2.20
中部電力株式会
社

245 174 水利使用保証金関係書類 保証金差換願 昭和　９年度 (収)昭10. 2.27
狩野川電力株式
会社

245 175 水利使用保証金関係書類 領収証 昭和　９年度 (収)昭10. 3. 4
狩野川電力株式
会社

245 176 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　９年度 (起)昭10. 3. 4 会計課

245 177 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　９年度 (収)昭10. 2.27
狩野川電力株式
会社

245 178 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　９年度 (起)昭10. 3.11 会計課

245 179 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　９年度 (収)昭10. 3.11 （個人名）

245 180 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和　９年度 (起)昭10. 3.23 会計課
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245 181 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和　９年度 (収)昭10. 3.19 （個人名）

245 182 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 4.15
東京電燈株式会
社

245 183 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１０年度 (起)昭10. 4.15 会計課

245 184 水利使用保証金関係書類 発電用水利使用願ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　９年度 (収)昭10. 3.23 河港課長

245 185 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 4.15
東京電燈株式会
社

245 186 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金領収証 昭和１０年度 (収)昭10. 4.15
東京電燈株式会
社

245 187 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 4.15
東京電燈株式会
社

245 188 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金領収証 昭和１０年度 (収)昭10. 4.15
東京電燈株式会
社

245 189 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和１０年度 (起)昭10. 5. 9 会計課

245 190 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 5. 9
富士電力株式会
社

245 191 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 5. 9
富士電力株式会
社

245 192 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 5. 9
富士電力株式会
社

245 193 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 5. 9
富士電力株式会
社

245 194 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和１０年度 (起)昭10. 6. 3 会計課

245 195 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 6. 3
天龍水力株式会
社

245 196 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金納付代表者名儀変更ニ関スル件 昭和１０年度 (起)昭10. 6.13 会計課

245 197 水利使用保証金関係書類 新代表取締役印鑑届出ノ件 昭和１０年度 (収)昭10. 5.30
富士川電力株式
会社

245 198 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和１０年度 (起)昭10. 7. 3 会計課
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245 199 水利使用保証金関係書類 納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 7. 3 （個人名）

245 200 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 201 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 202 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 203 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 204 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 205 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 206 水利使用保証金関係書類 水利使用願保証金拂戻請求書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 207 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１０年度 (起)昭10. 7.23 会計課

245 208 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１０年度 (起)昭10. 7.23 会計課

245 209 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１０年度 (起)昭10. 7.23 会計課

245 210 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１０年度 (起)昭10. 7.23 会計課

245 211 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１０年度 (起)昭10. 7.23 会計課

245 212 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１０年度 (起)昭10. 7.23 会計課

245 213 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和１０年度 (起)昭10. 7.23 会計課

245 214 水利使用保証金関係書類 水利使用保証金受入ノ件 昭和１０年度 (起)昭10. 7.23 会計課

245 215 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 216 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社
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245 217 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 218 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 219 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 220 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 221 水利使用保証金関係書類 水利使用出願保証金納付書 昭和１０年度 (収)昭10. 7.23
東京電燈株式会
社

245 222 水利使用保証金関係書類 保証金下附願 昭和　９年度 (収)昭 9.12.10 （個人名）

245 223 水利使用保証金関係書類 政府保管有價証券受領証書 昭和　９年度 (起)昭 9.12.10 会計課

245 224 水利使用保証金関係書類 鳴澤川発電用水利使用ニ関スル保証金還付方ノ件 昭和　９年度 (収)昭 9.11.15 河港課長

246 1 租税外諸収入例規 官吏遺族扶助法納金及製艦費納付金歳入年度ノ件 明治２７年度 (施)明27. 5.16 会計課

246 2 租税外諸収入例規 官吏遺族扶助法納金及製艦費納金の件 明治２７年度 (施)明27. 5.12 会計課

246 3 租税外諸収入例規
官吏遺族扶助法納金及製艦費納付金26年度収入未
済額27年度へ組換ノ件

明治２７年度 (施)明27. 5. 5 会計課

246 4 租税外諸収入例規 官吏遺族扶助法納金及製艦費納金について 明治２７年度 (施)明27. 4.18 会計課

246 5 租税外諸収入例規 官吏遺族扶助法納金及製艦費納金について 明治２７年度 (施)明27. 4.17 会計課

246 6 租税外諸収入例規
俸給支拂命令ニ属スル國庫納金歳入年度整理方ノ
件

明治２７年度 (施)明27. 5.17 会計課

246 7 租税外諸収入例規
陸海軍軍人恩給者判任官以上ニ採用セランタルモ
ノノ國庫納金ハ恩給ヲ控除シタルモノヲ其準トシ
テ計算スル件

明治３３年度 (施)明33. 6.26 会計課

246 8 租税外諸収入例規
受恩給者文官判任官ニ採用ノ節國庫納金引去券之
件

明治３３年度 (施)明33. 5.18 会計課

246 9 租税外諸収入例規
受恩給者文官判任官ニ採用ノ節國庫納金引去券之
件

明治３３年度 (施)明33. 5.16 会計課

246 10 租税外諸収入例規
受恩給者判任官ニ採用ノモノ國庫納金引去方等ニ
ツイテ

明治３３年度 (施)明33. 5.21 会計課
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246 11 租税外諸収入例規
郡書記俸給過度ニ係ル既納引去金ハ國庫ヨリ縣経
済ニ拂戻整理方ノ件

明治３３年度 (施)明33.10. 6 会計課

246 12 租税外諸収入例規
郡書記俸給過度ニ係ル既納引去金ハ國庫ヨリ縣経
済ニ拂戻整理方ノ件

明治３３年度 (施)明33. 9.25 会計課

246 13 租税外諸収入例規
郡官吏及公立学校職員俸給支給后転任者過度俸給
ニ対スル國庫納金整理方ノ件

明治３４年度 (施)明35. 3. 4 会計課

246 14 租税外諸収入例規
府縣立学校職員転任ノ際俸給ニ対スル國庫納金控
除方ノ件

明治３４年度 (施)明35. 2. 2 会計課

246 15 租税外諸収入例規
学校職員転任者過度俸給ニ対スル國庫納金整理方
ニ関スル和歌山縣知事へ回答ノ件

明治３４年度 (施)明34.11.22 会計課

246 16 租税外諸収入例規
府縣立学校職員転任ノ際俸給ニ封スル國庫納金控
除方ノ件

明治３４年度 (施)明34.11. 8 会計課

246 17 租税外諸収入例規 訴求ニ係ル配当金國庫費ノ地方債分割収入方ノ件 明治２８年度 (施)明28.11.11 会計課

246 18 租税外諸収入例規 違警罪科料金取徴収方ノ件 明治３６年度 (施)明36.12.15 会計課

246 19 租税外諸収入例規 違警罪科料金取扱方ノ件 明治３６年度 (施)明36.11.24 会計課

246 20 租税外諸収入例規 租税別諸収入金取扱方ノ件 明治３７年度 (施)明37. 6.29 会計課

246 21 租税外諸収入例規
税外諸収入分任官証明規程中ノ官設品拂下代ニ預
り調定済額報告書ノ件

明治３１年度 (施)明32. 1. 9 会計課

246 22 租税外諸収入例規
税外諸収入分任官証明規程中ノ官設品拂下代ニ限
り調定済額報告書ノ件

明治４４年度 (施)明44. 8.11 会計課

246 23 租税外諸収入例規 地所使用料等数年分一時ニ繰上徴収方ノ件 明治４３年度 (施)明43. 5.28 会計課

246 24 租税外諸収入例規 租税外諸収入金厘位切捨ニ関スル件 明治４４年度 (施)明44. 4.13 会計課

246 25 租税外諸収入例規 租税外諸収入金厘位切捨ニ関スル件 明治４４年度 (施)明44. 4.10 会計課

246 26 租税外諸収入例規 地所使用料等徴収方ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2. 9.18 会計課

246 27 租税外諸収入例規 地所使用料等徴収方ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2. 9.16 会計課

246 28 租税外諸収入例規
年ヲ以テ設定シタル諸産物ノ売拂代徴収方ニ関ス
ル件

明治４４年度 (施)明44.11. 2 会計課
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246 29 租税外諸収入例規
水難救護法ニ依リ國庫ノ取得トナリタル金額収入
科目ニ関スル件

明治３４年度 (施)明34.12. 6 会計課

246 30 租税外諸収入例規 水難救助法ニヨル収入金ノ科目整理方ノ件 明治３４年度 (施)明34.12.10 会計課

246 31 租税外諸収入例規
水難救助法ニヨリ國庫ノ取得トナルヘキ金品収納
方御訓令相成候ニ付テハ歳入科目及調定仕訳書ニ
ツイテ

明治３２年度 (施)明32.12. 5 会計課

246 32 租税外諸収入例規
水難救助法ニ拠リ國庫ノ所属ト為タル金員ノ歳入
所得廰及該金整理方法ノ件

明治３２年度 (施)明32.11.22 会計課

246 33 租税外諸収入例規
水難救助法ニ拠リ國庫ノ所得ト為ルヘキ金員生シ
タル場合ノ取扱ニツイテ

明治３２年度 (施)明32.11. 9 会計課

246 34 租税外諸収入例規
水難救助法ニ拠リ國庫ノ所得ト為ルヘキ金員生シ
タル場合ノ取扱ニツイテ

明治３２年度 (施)明32.11.16 会計課

246 35 租税外諸収入例規
水難救護法ノ規程ニ依リ保管スル関税未納ノ物件
ノ取扱ニツイテノ件

明治３５年度 (施)明35. 6.26 会計課

246 36 租税外諸収入例規
水難救護法ノ規程ニ依リ保管スル関税未納ノ物件
ノ取扱ニツイテ

明治３５年度 (施)明35. 6. 2 会計課

246 37 租税外諸収入例規
水難救助法ニ因リ國庫ヨリ補給スベキ金員ヲ生シ
タルトキ請求手続方ニツイテ

明治３２年度 (施)明32.12. 5 会計課

246 38 租税外諸収入例規
軍資献納金ノ戦時若クハ事変ニ際シ収入セラレ平
時ニ在リテハ収入スルヲ得サルノ件

明治３６年度 (施)明36.10. 6 会計課

246 39 租税外諸収入例規 軍資献納出願者アリタル場合取扱方ノ件 大正　３年度 (施)大 3.10. 1 会計課

246 40 租税外諸収入例規 軍資献納金ニ関スル収入科目ノ件 大正　３年度 (施)大 4. 1.28 会計課

246 41 租税外諸収入例規
郵便官署ヲシテ取扱ハシムル歳入事務取扱方ニ関
スル件

大正　３年度 (施)大 4. 2.13 会計課

246 42 租税外諸収入例規
郵便官署取扱歳入中歳入事務分掌官ニ於テ納入告
知書発行スルモノ徴簿記載方ノ件

大正　３年度 (施)大 4. 3. 2 会計課

246 43 租税外諸収入例規
歳入徴収事務分掌官在勤廰ノ分任収入官吏金庫現
金払込際取扱方ﾉ件

大正　４年度 (施)大 4. 4.20 会計課

246 44 租税外諸収入例規
歳入徴収事務分掌官在勤廰ノ分任収入官吏金庫現
金払込際取扱方ﾉ件

大正　４年度 (施)大 4. 4.14 会計課

246 45 租税外諸収入例規
郵便官署ヲシテ取扱ハシムル歳入事務取扱方ニ関
スル件

大正　３年度 (施)大 4. 2.22 会計課

246 46 租税外諸収入例規
郵便官署ヲシテ取扱ハシムル歳入事務取扱方ニ関
スル件

大正　３年度 (施)大 4. 2.23 会計課
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246 47 租税外諸収入例規
郵便官署ヲシテ歳入事務ヲ取扱ハシムル義ニ関ス
ル件

大正　３年度 (施)大 4. 3. 4 会計課

246 48 租税外諸収入例規
歳入歳出金ヲ郵便官署ニ於テ取扱ウコトヲ得ルノ
件

大正　３年度 (施)大 4. 2.26 会計課

246 49 租税外諸収入例規
歳入金ニシテ金庫ヲ納付場所ニ指定ノ場合ハ歳入
徴収官在勤廰所在地ノ金庫ニ限ルﾉ件

大正　４年度 (施)大 4. 4.10 会計課

246 50 租税外諸収入例規 歳入事務取扱方ニ関スル件 大正　４年度 (施)大 4. 6.24 会計課

246 51 租税外諸収入例規 郵便官署ニ於ケル歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6. 4 会計課

246 52 租税外諸収入例規 郵便官署ニ於ケル歳入金取扱上ノ調査ニツイテ 大正　４年度 (施)大 4. 5.28 会計課

246 53 租税外諸収入例規 郵便官署歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6.11 会計課

246 54 租税外諸収入例規 郵便官署歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6. 7 会計課

246 55 租税外諸収入例規 郵便官署歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6. 7 会計課

246 56 租税外諸収入例規 郵便官署歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6.12 会計課

246 57 租税外諸収入例規 郵便官署歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6.12 会計課

246 58 租税外諸収入例規 郵便官署歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6.15 会計課

246 59 租税外諸収入例規 郵便官署歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6.15 会計課

246 60 租税外諸収入例規 郵便官署歳入金取扱方ノ件 大正　４年度 (施)大 4. 6.16 会計課

246 61 租税外諸収入例規 歳入事務取扱ノ件 大正　４年度 (施)大 4.11. 4 会計課

246 62 租税外諸収入例規 歳入事務取扱ニツイテ 大正　４年度 (施)大 4.10.14 会計課

246 63 租税外諸収入例規
政府ノ歳入金ハ証券ヲ以テ納付スルコトヲ得ルノ
件製定ニ付国庫納金納付方ニ関シ通牒ノ件

大正　５年度 (施)大 6. 1.17 会計課

246 64 租税外諸収入例規 政府ノ歳入金ハ証券ヲ以テ納付スルヲ得ルノ件 大正　５年度 (施)大 6. 1.17 会計課
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246 65 租税外諸収入例規 国庫納金納付方ニ関スル件 大正　５年度 (施)大 6. 1.26 会計課

246 66 租税外諸収入例規
証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則ノ
規定ニ関シ通牒

大正　６年度 (施)大 6. 4.18 会計課

246 67 租税外諸収入例規
証券ヲ以テ歳入金ヲ納付スル場合其ノ証券ノ裏面
ニ記名捺印方ノ件

大正　６年度 (施)大 6. 4.18 会計課

246 68 租税外諸収入例規 地所貸下料水面使用料収入科目区分ノ件 明治２６年度 (施)明26. 8.10 会計課

246 69 租税外諸収入例規 地所貸下料水面使用料収入科目区分ノ件 明治２６年度 (施)明26. 8. 7 会計課

246 70 租税外諸収入例規 地所貸下料水面使用料収入科目区分ノ件 明治２６年度 (施)明26. 8. 1 会計課

246 71 租税外諸収入例規
相続人目廣欠ノ為メ國庫ニ帰属シタル金額収入科
目ニ関スル件

明治３４年度 (施)明34. 5.23 会計課

246 72 租税外諸収入例規
行政執行法及同法施行令ニヨリ國庫ニ収入スベキ
過料金其他

明治３３年度 (施)明33. 6.14 会計課

246 73 租税外諸収入例規
出納官吏ノ弁償金整理科目ハ単ニ弁償金トシテ取
扱方ノ件

明治３７年度 (施)明37. 4.28 会計課

246 74 租税外諸収入例規
出納官吏ノ弁償金整理科目ハ単ニ弁償金トシテ取
扱方ノ件

明治３７年度 (施)明37. 4.24 会計課

246 75 租税外諸収入例規
出納官吏ノ弁償金整理科目ハ単ニ弁償金トシテ取
扱方ノ件

明治３７年度 (施)明37. 4.22 会計課

246 76 租税外諸収入例規
官有地所拂下ノ際該地上ニ存在スル立木拂下代ハ
地所拂下ノ目ヲ以テ整理方ノ件

明治４４年度 (施)明45. 3.30 会計課

246 77 租税外諸収入例規 官有土地水面使用料収入科目区分ニ関スル件 大正　３年度 (施)大 3.10.19 会計課

246 78 租税外諸収入例規 官有土地水面区別ノ件 大正　３年度 (施)大 3.10. 8 会計課

246 79 租税外諸収入例規 官有土地水面ノ区劃方ニツキ 大正　３年度 (施)大 3. 9. 4 会計課

246 80 租税外諸収入例規 官有土地水面ノ区劃方ニツキ 大正　３年度 (施)大 3. 8.25 会計課

246 81 租税外諸収入例規 歳入科目及所属年度等誤謬訂正方ニ関スル件 大正　５年度 (施)大 5.11.13 会計課

246 82 租税外諸収入例規 歳入ノ誤謬其ノ他整理方ニ関スル件 明治３３年度 (施)明33.11.26 会計課
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246 83 租税外諸収入例規 歳入誤謬其ノ他整理方ニ関スル件 明治３３年度 (施)明33.11. 7 会計課

246 84 租税外諸収入例規
大蔵省所管ニ属スル歳入事務管理廰及仕拂命令官
ノ職務委記ニツキ関係書

明治３４年度 (施)明34. 7.29 会計課

246 85 租税外諸収入例規
徴収簿ニハ歳入経常部合計歳入臨時部合計ノ口座
ヲ設ケ取扱方ノ件

明治３６年度 (施)明37. 3.15 会計課

246 86 租税外諸収入例規
貸付金ノ種目組替ノ場合ハ徴収報告書ニ調定減額
トシテ記載方ノ件

明治４５年度 (施)明45. 4.11 会計課

246 87 租税外諸収入例規 徴収報告書記載方の件 明治４５年度 (施)明45. 4. 8 会計課

246 88 租税外諸収入例規 徴収報告書記載方の件 明治４５年度 (施)明45. 4. 2 会計課

246 89 租税外諸収入例規 徴収報告書記載方の件 明治４４年度 (施)明45. 3.29 会計課

246 90 租税外諸収入例規
歳入金取扱高ナシ場合ハ徴収報告書提出期限迄ニ
其ノ旨報告方ノ件

明治４４年度 (施)明44. 6.16 会計課

246 91 租税外諸収入例規 歳入徴収報告書調理方ニ関スル件 明治４５年度 (施)明45. 7. 8 会計課

246 92 租税外諸収入例規 徴収報告書提出ノ際送付書省略ノ件 大正　元年度 (施)大 1.11. 7 会計課

246 93 租税外諸収入例規
返納金ヲ貸付金ニ編入ノ際徴収簿及徴収報告書ニ
記載方ノ件

大正　２年度 (施)大 2. 6.20 会計課

246 94 租税外諸収入例規
陸軍省不用地売却ノ際坪数及金額仕訳書徴書報告
書ニ録付ノ件

明治４０年度 (施)明40. 4.22 会計課

246 95 租税外諸収入例規
郵便官署ヨリ振替払込ニ係ル金額日計対照表ト徴
収報告書ト照合方ノ件

大正　４年度 (施)大 4. 4.20 会計課

246 96 租税外諸収入例規 歳入現計書調整方ニ関スル件 大正　５年度 (施)大 6. 3. 8 会計課

246 97 租税外諸収入例規 歳入増減表提出期限及様式其ノ他調整方ノ件 明治２７年度 (施)明27. 7.12 会計課

246 98 租税外諸収入例規 歳入増減表科目誤謬訂正方ニ関スル件 明治２６年度 (施)明26. 7.22 会計課

246 99 租税外諸収入例規
歳入増減表記載事項異動ノ場合訂正方大蔵大臣ニ
申報方ノ件

明治２７年度 (施)明27.12.17 会計課

246 100 租税外諸収入例規 歳入繰越額計算表調理方ノ件 明治４５年度 (施)明45. 5. 9 会計課
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246 101 租税外諸収入例規
歳入繰越額計算表省略シ其ノ収入未済ノ事由ハ翌
年六月分徴収報告書記載方ノ件

明治４２年度 (施)明42.11. 2 会計課

246 102 租税外諸収入例規
前々年度ヨリ順次繰越額ニ係ル歳入金整理方並ニ
繰越額計算書提出期限ノ件

明治４３年度 (施)明43. 4. 5 会計課

246 103 租税外諸収入例規 歳入事務整理並繰越計算書提出ノ件 大正　３年度 (施)大 4. 3. 9 会計課

246 104 租税外諸収入例規 租税外諸収入其ノ他扱方ニ関スル件 明治４２年度 (施)明42. 6.11 会計課

246 105 租税外諸収入例規 官有土地水面使用地積計算方ノ件 大正　２年度 (施)大 2. 5.26 会計課

246 106 租税外諸収入例規
官有土地水面使用料及占用料等願書郡衛経由後ニ
於テ数量料金ニ異同ヲ生シ訂正ノ場合ハ其ノ旨郡
衛通知方ノ件

明治４４年度 (施)明44.12. 7 会計課

246 107 租税外諸収入例規 網干場船揚場等ノ為海岸濱地使用ニ関スル件 明治４２年度 (施)明43. 3.11 会計課

246 108 租税外諸収入例規
官有地使用及砂利等拂下許可ノ件ハ會計課ヘ報告
回覧方ニ関シ注意ノ件

明治４３年度 (施)明44. 3.16 会計課

246 109 租税外諸収入例規 官有地使用及砂利等拂下代金報告方注意ノ件 明治４４年度 (施)明44. 4.22 会計課

246 110 租税外諸収入例規 官有地使用許可報告方ノ件 大正　元年度 (施)大 1.12.11 会計課

246 111 租税外諸収入例規
河川法ノ規定ヲ準用スル河川ヨリ生スル収入ニ関
スル件

大正　５年度 (施)大 5. 6. 8 会計課

246 112 租税外諸収入例規
主任収入官吏ノ印章雛形並ニ會計課ニ於テ保官方
ノ件

明治２６年度 (施)明26.12.23 会計課

246 113 租税外諸収入例規
収入命令官歳入徴収官ノ印章調整會課ニ於テ保管
使用ノ件

明治３７年度 (施)明37. 5.18 会計課

246 114 租税外諸収入例規 記簿計算上使用ノ亜刺比数字書体ノ件 明治１９年度 (施)明19. 7.27 会計課

246 115 租税外諸収入例規
諸計算書及諸帳簿ノ様式金額欄中銭厘文字及千銭
厘位間ノ分界線解除ノ件

大正　４年度 (施)大 4. 5.12 会計課

246 116 租税外諸収入例規
租税金諸収入金納入無無資力ニシテ貸付金ニ編入
整理ノ場合調定額ハ不納欠損額トシテ取扱方ノ件

明治２７年度 (施)明28. 3.18 会計課

246 117 租税外諸収入例規 学校職員國庫納金ニ関スル件 明治４４年度 (施)明44.10.24 会計課

246 118 租税外諸収入例規
出納官吏取扱事務視察員又ハ検査員被命臨場ノ際
ハ収入印紙ヲ以テ納付ニ係ル科料金査閲ノ件

明治４４年度 (施)明44.12. 6 会計課
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246 119 租税外諸収入例規 出納官吏取扱事務視察員並ニ検査員ニ通牒ノ件 明治４４年度 (施)明44.12. 6 会計課

246 120 租税外諸収入例規
誤拂扶助料金會計法第19条時効完成ニ付債務免除
並ニ調定額ハ調定額整理ノ件

明治４５年度 (施)明45. 7.27 会計課

246 121 租税外諸収入例規
河川法及砂防法ニ依ル主務大臣ニ於テ工事施行ス
ル場合ニ於テ府縣納付金ニ関シ歳入豫定計算書調
整方ノ件

明治４４年度 (施)明44. 6.14 会計課

246 122 租税外諸収入例規
賞勲年金ハ民事訴訟法第618条ニ依り年額300円ヲ
超過セザルモノハ差押ノ目的トナラザルノ件

明治３６年度 (施)明37. 1.11 会計課

246 123 租税外諸収入例規 歳入金ニ代用スベキ国債証券等代用価格計算ノ件 明治４０年度 (施)明40. 6.24 会計課

246 124 租税外諸収入例規 国債証券等代用価格計算ノ件 明治４０年度 (施)明40. 6.18 会計課

246 125 租税外諸収入例規 国債証券及利札代用価格ニ対スル利子計算ノ件 明治４０年度 (施)明40. 6.22 会計課

246 126 租税外諸収入例規 官有地貸下契約解除ノ際料金日割徴収方ノ件 大正　５年度 (施)大 5.10. 4 会計課

246 127 租税外諸収入例規 改元ニ伴フ會計年度ノ稱呼ニ関スル件 大正　元年度 (施)大 1. 8. 3 会計課

246 128 租税外諸収入例規 毛位四捨五入法消滅ノ件 明治４０年度 (施)明40. 5.27 会計課

246 129 租税外諸収入例規
政府ノ所管ニ帰シタル国債証券等償還期開始セル
モノノ取扱方ニ関スル件

大正　元年度 (施)大 1. 8.20 会計課

246 130 租税外諸収入例規
官有物公費入札心得書中訂正方会計検査院ヨリ注
意ノ件

大正　２年度 (施)大 2. 4. 8 会計課

246 131 租税外諸収入例規
官有物公費入札心得書中訂正方会計検査院ヨリ注
意ノ件

大正　２年度 (施)大 2. 4. 1 会計課

246 132 租税外諸収入例規 恩給年金過誤拂返納金徴収ニ関スル件 大正　４年度 (施)大 4. 7. 8 会計課

246 133 租税外諸収入例規 年金恩給ノ過誤拂ニ係ル返納金ノ徴収ニ関スル件 大正　２年度 (施)大 2.12.13 会計課

246 134 租税外諸収入例規
軍資献納金治水費資金特別会計ニ属スル歳入ハ郵
便官署ノ取扱範囲外ノ件

大正　４年度 (施)大 4. 9.20 会計課

246 135 租税外諸収入例規 歳入豫算並決算資料ノ報告ノ件 大正　６年度 (施)大 6. 8.15 会計課

246 136 租税外諸収入例規
歳入租税外諸収入豫定計算書及歳入増減表ノ様式
改正ニ関スル件

大正　６年度 (施)大 6. 7.24 会計課
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246 137 租税外諸収入例規 官有地使用料台帳「カード」式ニ改正ノ件 大正　６年度 (施)大 7. 2.15 会計課

246 138 租税外諸収入例規 官有土地水面使用満期ノ月ヲ三ヶ月トスルノ件 大正　８年度 (施)大 8. 5. 6 会計課

246 139 租税外諸収入例規
歳入増減表中前年度調定不定額ハ本年度調定額ト
シテ整理方ノ件

大正　８年度 (施)大 9. 3.10 会計課

246 140 租税外諸収入例規 土地水面貸下料等徴収方ノ件 大正　９年度 (施)大 9.12. 6 会計課

246 141 租税外諸収入例規 土地水面貸下料等徴収方ノ件 大正　９年度 (施)大 9.11.22 会計課

246 142 租税外諸収入例規 土地水面貸下料等徴収方ノ件 大正　９年度 (施)大 9.11.16 会計課

246 143 租税外諸収入例規 使用料貸付料占用料金算定ニ関スル件 大正　９年度 (施)大 9.11.18 会計課

246 144 租税外諸収入例規 占使用貸付料算定ニ関スル件 大正　９年度 (施)大 9.11.26 会計課

246 145 租税外諸収入例規
区画漁業ノタメニスル国有土地水面使用料標準額
ニ関スル件

大正１０年度 (施)大10. 6.10 会計課

246 146 租税外諸収入例規 官有土地水面使用料ニ関スル件 大正１０年度 (施)大10. 6.24 会計課

246 147 租税外諸収入例規 歳入徴収報告書現金払入仕訳欄記載ニ関スル件 大正１０年度 (施)大10. 9.20 会計課

246 148 租税外諸収入例規 土石砂利雑草採取料標準軍價改正之件 大正１０年度 (施)大11. 3.28 会計課

246 149 租税外諸収入例規 歳入徴収報告書記載方ニ関スル件 大正１１年度 (施)大11. 9. 5 会計課

246 150 租税外諸収入例規 大蔵省所管歳入金収入額計算ニ関スル件 大正１１年度 (施)大11. 5. 4 会計課

246 151 租税外諸収入例規 雑種財産ノ賣払代金ノ取扱ニ関スル件 大正１１年度 (施)大11. 5. 6 会計課

246 152 租税外諸収入例規 雑種財産ハ賣払代金及貸付料収入手続ニ関スル件 大正１１年度 (施)大11. 6.30 会計課

246 153 租税外諸収入例規
外国貨幣又ハ為替券ヲ以テ国庫ニ納付ヲ要スル場
合報告方ノ件

大正１１年度 (施)大11. 7.10 会計課

246 154 租税外諸収入例規
徴収報告書中収入済額ト歳入金月計突合表ガ差額
ヲ生シタル場合ノ取扱ノ件

大正１１年度 (施)大11. 7.11 会計課
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246 155 租税外諸収入例規
収入済額ト歳入金月計突合表ト不突合ノ場合取扱
方ノ件

大正１２年度 (施)大12. 5.12 会計課

246 156 租税外諸収入例規
郵便局取扱ニ係ル歳入金ニシテ誤謬ノ場合取扱方
ノ件

大正１１年度 (施)大11. 9.11 会計課

246 157 租税外諸収入例規 立木竹払下代整理ニ関スル件 大正１１年度 (施)大11.10.24 会計課

246 158 租税外諸収入例規 歳出支払未済ニ係ル資金歳入組入レニ関スル件 大正１２年度 (施)大12. 5. 5 会計課

246 159 租税外諸収入例規 収入支出ニ関スル事務ノ整理期間内ニ完結方ノ件 大正１１年度 (施)大12. 1.11 会計課

246 160 租税外諸収入例規
会計検査院ニ提出スベキ計算書審理答弁書ハ急速
送付ノ件

大正１２年度 (施)大12. 5.22 会計課

246 161 租税外諸収入例規 朝鮮総督府轄内貸付金債務者取調方ノ件 大正１１年度 (施)大11. 6.29 会計課

246 162 租税外諸収入例規
保管金取扱規程第16条及政府保管有価証券取扱規
程第20条ノ主務官務官廰指定等二関スル件

大正１２年度 (施)大12.10.12 会計課

246 163 租税外諸収入例規
保管金取扱規程第16条及政府保管有価証券取扱規
程第20条ノ主務官務官廰指定等二関スル件

大正１２年度 (施)大12. 9. 1 会計課

246 164 租税外諸収入例規 官国弊社職員ノ恩給法納金徴収方ノ件 大正１２年度 (施)大12.11.21 会計課

246 165 租税外諸収入例規 国庫納金歳入科目ノ件 大正１２年度 (施)大12.10.23 会計課

246 166 租税外諸収入例規 官国弊社神職ニ対スル恩給法納金ノ件 大正１３年度 (施)大13. 7.24 会計課

246 167 租税外諸収入例規 神職国庫納金ノ件 大正１３年度 (施)大13. 6.10 会計課

246 168 租税外諸収入例規 神職国庫納金ノ件 大正１３年度 (施)大13. 7.15 会計課

246 169 租税外諸収入例規 官国弊社職員ノ恩給法納金徴収方ノ件 大正１２年度 (施)大12.11.21 会計課

246 170 租税外諸収入例規 官国弊社職員恩給法納金ノ件 大正１３年度 (施)大13. 7.21 会計課

246 171 租税外諸収入例規 官国弊社神職恩給法納金ニ関スル件 大正１３年度 (施)大13. 6.19 会計課

246 172 租税外諸収入例規 官国弊社神職ニ対スル恩給法納金納付ニ関スル件 大正１３年度 (施)大13. 4. 8 会計課
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246 173 租税外諸収入例規 甲年度歳入金未収入額整理ノ件 大正１３年度 (施)大13. 4.30 会計課

246 174 租税外諸収入例規 租税外諸収入収納規程改正ノ件 大正１１年度 (施)大11. 4. 1 会計課

246 175 租税外諸収入例規 租税外諸収入収納取扱規程中追加ノ件 大正１２年度 (施)大12.12.25 会計課

246 176 租税外諸収入例規
町村公立学校職員年功加棒ニ対スル恩給法第18条
第１項ニ依ル納金徴収ニ関スル件

大正１３年度 (施)大13. 8. 5 会計課

246 177 租税外諸収入例規 恩給法納金徴収ニ関スル件 大正１３年度 (施)大13. 7.15 会計課

246 178 租税外諸収入例規 恩給法納金徴収ニ関スル件 大正１３年度 (施)大13. 4.21 会計課

246 179 租税外諸収入例規 恩給法ニ依ル圑体納金額計算ニ関スル件 大正１３年度 (施)大14. 2.10 会計課

246 180 租税外諸収入例規
恩給金額分担金調定ハ大蔵省歳入徴収官ニ於テ為
スノ件

大正１３年度 (施)大14. 1.16 会計課

246 181 租税外諸収入例規 支払未済金歳入組入等ニ関スル件 大正１３年度 (施)大14. 2.16 会計課

246 182 租税外諸収入例規 歳入豫算並決算資料報告期限厳守方ノ件 大正１４年度 (施)大14. 5. 7 会計課

246 183 租税外諸収入例規
前年度ニ属スル誤謬ニシテ誤記ニアラザルモノハ
据置整理ヲ為サス現年度ニテ整理ノ件

大正１４年度 (施)大14. 5.28 会計課

246 184 租税外諸収入例規
納入ノ告知ヲナシ得サリシモノハ欠損処分ヲ為サ
ス調定減額ノ件

大正１４年度 (施)大14. 5. 2 会計課

246 185 租税外諸収入例規
新年度開始前三月中収入セルモノハ２カ年度更正
不可能ノ件

大正１４年度 (施)大14. 4.14 会計課

246 186 租税外諸収入例規 恩給法納金ノ件 大正１４年度 (施)大14. 4. 9 会計課

246 187 租税外諸収入例規 恩給法納金ノ件 大正１４年度 (施)大14. 4. 9 会計課

246 188 租税外諸収入例規 歳入徴収額計算書証憑書に関スル件 大正１４年度 (施)大14. 9.26 会計課

246 189 租税外諸収入例規 歳入徴収額計算書証憑ノ代用及省略ノ件 大正１４年度 (施)大14.10. 1 会計課

246 190 租税外諸収入例規 支払未済金歳入組入等ニ関スル件 大正１３年度 (施)大14. 2.28 会計課
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246 191 租税外諸収入例規 歳入金月計突合表ハ翌年度五月分迄ニ提出ノ件 大正１５年度 (施)大15. 6.28 会計課

246 192 租税外諸収入例規 租税外諸収入収納取扱規程改正ノ件 大正１５年度 (施)大15. 6.30 会計課

246 193 租税外諸収入例規 日本銀行領収済通知書送付ニ関スル件 大正１５年度 (施)大15. 7. 8 会計課

246 194 租税外諸収入例規 恩給法納金納付方ニ関スル件 大正１５年度 (施)大15. 6.16 会計課

246 195 租税外諸収入例規 国庫納金納付方ニ関スル件 大正１１年度 (施)大11. 4.15 会計課

246 196 租税外諸収入例規 官国弊社神職ニ対シ恩給法納金収納ニ関スル件 大正１３年度 (施)大13. 8. 1 会計課

246 197 租税外諸収入例規 租税外諸収入収納ニ関スル件 大正１５年度 (施)大15. 7.15 会計課

246 198 租税外諸収入例規
国有土地水面使用料及土石砂利採取料納付場所ニ
関スル件

大正１５年度 (施)大15.12.23 会計課

246 199 租税外諸収入例規 恩給法納金納付方ニ関スル件 昭和　２年度 (施)昭 3. 2. 9 会計課

246 200 租税外諸収入例規 国有地使用許可通知書ニ関スル件 昭和　２年度 (施)昭 3. 2.15 会計課

246 201 租税外諸収入例規
政府ニ担保トシテ提供セル国債証券ノ利札収取ニ
関スル件

昭和　２年度 (施)昭 2. 9.15 会計課

246 202 租税外諸収入例規
雑種財産ノ管理ニ伴フ収入ヲ国有財産整理資金特
別会計ノ歳入ト為ス

昭和　２年度 (施)昭 3. 3.17 会計課

246 203 租税外諸収入例規 恩給法納金報告仕訳書々式改正ノ件 昭和　３年度 (施)昭 3. 5.26 会計課

246 204 租税外諸収入例規 歳入調定調書ニ関スル件 昭和　３年度 (施)昭 4. 1.11 会計課

246 205 租税外諸収入例規 歳入徴収額計算書証憑書代用省略ノ件 昭和　２年度 (施)昭 2. 9. 5 会計課

246 206 租税外諸収入例規 歳入徴収額計算書証憑書代用省略ノ件 大正１５年度 (施)大15. 9.21 会計課

246 207 租税外諸収入例規 恩給法第18条第１項ニ依ル納付金ニ関スル件 昭和　３年度 (施)昭 4. 3.15 会計課

246 208 租税外諸収入例規 歳入年度簿誤謬ノ場合訂正手続ニ関スル件 昭和　４年度 (施)昭 4. 5. 8 会計課
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246 209 租税外諸収入例規 租税外諸収入収納取扱規程改正ノ件 昭和　４年度 (施)昭 4. 9.10 会計課

246 210 租税外諸収入例規 国債償還資金献納者身分報告方ノ件 昭和　４年度 (施)昭 4.10.29 会計課

246 211 租税外諸収入例規 国債償還資金献納金並物品ノ取扱ニ関スル件 昭和　４年度 (施)昭 4.12. 2 会計課

246 212 租税外諸収入例規 国債償還資金献納金並物品ノ取扱ニ関スル件 昭和　４年度 (施)昭 4.11.25 会計課

246 213 租税外諸収入例規
国有土地水面使用並ニ生産物採取許可報告書ニ関
スル件

昭和　４年度 (施)昭 4.10.23 会計課

246 214 租税外諸収入例規 国債償還資金献納金並物品ノ取扱ニ関スル件 昭和　４年度 (施)昭 4.12.13 会計課

246 215 租税外諸収入例規 国債償還資金献納金取扱ニ関スル件 昭和　４年度 (施)昭 4.12.28 会計課

246 216 租税外諸収入例規 国債償還資金献納金取扱ニ関スル件 昭和　４年度 (施)昭 5. 1.30 会計課

246 217 租税外諸収入例規
国債償還資金献納金ノ収入ニ対シ歳入徴収額計算
書ニ添付スベキ証憑書ハ証定調書ヲ以テ代用ノ件

昭和　５年度 (施)昭 5. 6.27 会計課

246 218 租税外諸収入例規
出納官吏ノ現金及有価証券ノ保管ニ関スル特例廃
止ニ伴善後処理ノ件

昭和　５年度 (施)昭 5. 5.31 会計課

246 219 租税外諸収入例規 大蔵省所管貸付金取扱ニ関スル件 昭和　６年度 (施)昭 6. 5. 4 会計課

246 220 租税外諸収入例規
徴収報告書ノ調理区々ニ亘ルモノアリ又繰越額計
算ノ調理不備ノタメ取纒メ上支障ヲ来タスノ件

昭和　５年度 (施)昭 6. 3.14 会計課

246 221 租税外諸収入例規 軍事費献納金取扱ニ関スル件 昭和　７年度 (施)昭 7. 7. 5 会計課

246 222 租税外諸収入例規 軍事費献納金取扱ニ関スル件 昭和　６年度 (施)昭 6.12.19 会計課

246 223 租税外諸収入例規 軍事費献納金取扱ニ関スル件 昭和　６年度 (施)昭 6.11.30 会計課

246 224 租税外諸収入例規 官有物財産貸下料一部納入ノ件 昭和　７年度 (施)昭 8. 2.23 会計課

246 225 租税外諸収入例規 官有物貸下料納金徴収ノ取扱方ニ関スル件 昭和　７年度 (施)昭 8. 2.13 会計課

246 226 租税外諸収入例規 恩給法納金納付方ニ関スル件 昭和　６年度 (施)昭 6. 9.14 会計課
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246 227 租税外諸収入例規 恩給法納金ノ納付方ニ関スル件 昭和　２年度 (施)昭 3. 2. 7 会計課

246 228 租税外諸収入例規 恩給法第59条ニ依ル国庫納金取扱ニ関スル件 昭和　６年度 (施)昭 6. 9.28 会計課

246 229 租税外諸収入例規
昭和八年法律第五十号附則第九条ニ規定スル「就
職」意義ニ関シ通牒ノ件

昭和　８年度 (施)昭 8.11.15 会計課

246 230 租税外諸収入例規 教育職員恩給納金ニ関スル件 昭和　７年度 (施)昭 8. 3.27 会計課

246 231 租税外諸収入例規 恩給法納金収入所属年度ニ関スル件 昭和　９年度 (施)昭 9. 4. 9 会計課

246 232 租税外諸収入例規 改正恩給法ニ依ル国庫納金ノ取扱ニ関スル件 昭和　９年度 (施)昭 9. 4. 9 会計課

246 233 租税外諸収入例規 改正恩給法納金ニ関スル件 昭和　９年度 (施)昭 9. 6. 7 会計課

246 234 租税外諸収入例規 恩給法納金ニ関スル件 昭和　９年度 (施)昭 9. 6.15 会計課

246 235 租税外諸収入例規 据置貸付金収納方ニ関スル件 昭和　９年度 (施)昭 9.11. 9 会計課

246 236 租税外諸収入例規
貸付金ハ満州特命全権大使ニ於テ関東州及南満鉄
道附属地ヲ管地スル件

昭和　９年度 (施)昭10. 1.15 会計課

246 237 租税外諸収入例規 公立学校職員ノ国庫納金ニ関スル件 昭和　９年度 (施)昭10. 3.13 会計課

246 238 租税外諸収入例規 国有財産整理資金特別会計ノ歳入科目ニ関スル件 昭和１０年度 (施)昭10. 9. 7 会計課

246 239 租税外諸収入例規 国庫納金ニ関スル件 昭和１０年度 (施)昭10. 9.27 会計課

246 240 租税外諸収入例規 文官納金取扱ニ関スル件 昭和１１年度 (施)昭11. 4.20 会計課

246 241 租税外諸収入例規
臨時軍事費特別会計法施行ニ伴フ歳入事務ノ整理
ニ関スル件

昭和１２年度 (施)昭12. 9.11 会計課

246 242 租税外諸収入例規 租税外諸収入収入科目ニ関スル件 昭和１２年度 (施)昭12. 9. 1 会計課

246 243 租税外諸収入例規
臨時軍事費特別会計法施行ニ伴フ通信官署ノ歳入
事務整理ニ関スル件

昭和１２年度 (施)昭12. 9.27 会計課

246 244 租税外諸収入例規 森林火災保険特別会計事務取扱ニ関スル件 昭和１２年度 (施)昭13. 1.14 会計課
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246 245 租税外諸収入例規 臨時軍事費特別会計歳入徴収額計算書提出ノ件 昭和１２年度 (施)昭13. 3. 8 会計課

246 246 租税外諸収入例規
大蔵省所管国有財産整理資金特別会計歳入徴収報
告書提出方ノ件

昭和１３年度 (施)昭14. 2. 7 会計課

246 247 租税外諸収入例規
傷疾軍人療養所等敷地内ニ存スル公共用財産管理
換ニ関スル件

昭和１３年度 (施)昭13.11.14 会計課

246 248 租税外諸収入例規 徴収報告書提出期限履行ノ件 昭和１４年度 (施)昭14. 6.23 会計課

246 249 租税外諸収入例規 金献納ニ関スル取扱方ノ件 昭和１４年度 (施)昭14. 5. 3 会計課

246 250 租税外諸収入例規 金献納ニ関スル取扱方ノ件 昭和１４年度 (施)昭14. 4.27 会計課

246 251 租税外諸収入例規 証券ヲ以テトル歳入納付ニ関スル件 昭和１５年度 (施)昭15. 8. 5 会計課

246 252 租税外諸収入例規
大蔵省所管一般会計歳入徴収報告書調理送付ニ関
スル件

昭和１５年度 (施)昭15.10. 4 会計課

246 253 租税外諸収入例規 計算証明規程改正ニ関スル指定ノ件 昭和１６年度 (施)昭16. 4.21 会計課

246 254 租税外諸収入例規
日本銀行国庫金取扱規程日本銀行政府有価証券取
扱規程改正ノ件

昭和１６年度 (施)昭16. 6.11 会計課

246 255 租税外諸収入例規
日本銀行国庫金取扱規程ニ依ル所属代理店ノ指定
ニ関スル件

昭和１６年度 (施)昭16. 6.11 会計課

246 256 租税外諸収入例規
３月31日繰越額計算表ノ調理方法簡素化ニ関スル
件

昭和２０年度 (施)昭20. 4. 1 会計課

247 1 度量衡検定所建築関係書類 度量衡検定所建築関係書 大正　元年度 (施)大 1.11. 8 管財課

248 1 蚕業取締所関係綴 蚕業取締所浜松支所金指出張所敷地寄付受領の件 昭和１０年度 (施)昭10. 6.18 管財課

249 1 横須賀鎮守府例規　巻一 横須賀鎮守府例規 巻一 昭和１２年度 老人援護課

250 1 横須賀鎮守府例規　巻三 横須賀鎮守府例規 巻三 昭和１２年度 老人援護課

251 1 海軍　會計法規類集 海軍　會計法規類集　三巻 昭和１６年度 老人援護課

252 1 十四版　海軍諸例則　巻四 海軍諸例則　巻四 昭和１０年度 老人援護課
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253 1 十四版　海軍諸例則　巻一 海軍諸例則　巻一 昭和１０年度 老人援護課

254 1 十四版　海軍諸例則　巻二 海軍諸例則　巻二 昭和１０年度 老人援護課

255 1 十四版　海軍諸例則　巻三 海軍諸例則　巻三 昭和１０年度 老人援護課

256 1 補任事務提要 補任事務提要 昭和１８年度 老人援護課

257 1 海軍　會計法規類集　一巻 海軍　會計法規類集　一巻 昭和１６年度 老人援護課

258 1 海軍　會計法規類集　二巻 海軍　會計法規類集　二巻 昭和１６年度 老人援護課

259 1 海軍　會計法規類集　三巻 海軍　會計法規類集　三巻 昭和１６年度 老人援護課

260 1 海軍　會計法規類集　四巻 海軍　會計法規類集　四巻 昭和１６年度 老人援護課
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