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3001 1 昭和41年度林道事業実態調書 昭和41年度林道事業実態調書 昭和４１年度

3002 1 昭和42年度林道事業実態調書 昭和42年度林道事業実態調書 昭和４２年度

3003 1 昭和43年度林道事業実態調書 昭和43年度林道事業実態調書 昭和４３年度

3004 1 昭和44年度林道事業実態調書 昭和44年度林道事業実態調書 昭和４４年度

3005 1
昭和45年度林道事業実態調書
（１）

昭和45年度林道事業実態調書（１） 昭和４５年度

3006 1
昭和45年度林道事業実態調書
（２）

昭和45年度林道事業実態調書（２） 昭和４５年度

3007 1 昭和43年度林道事業位置図 昭和43年度林道事業位置図 昭和４３年度

3008 1 昭和45年度里山林道事業実態調書 昭和45年度里山林道事業実態調書 昭和４５年度

3009 1 明治百年記念造林 明治百年記念造林事業写真

3009 2 明治百年記念造林 明治100年記念造林事業の実績について（供覧） 昭和４６年度 (起)昭47. 1.17 林政課

3009 3 明治百年記念造林 明治百年記念造林の取扱いについて 昭和４２年度
(起)昭42.12. 2
(決)昭42.12. 5
(施)昭42.12. 5

林業指導課

3010 1
新造林団地造成事業写真集、位置
図

新造林団地造成事業実績総括表

3010 2
新造林団地造成事業写真集、位置
図

昭和44年度新造林団地造成事業写真 昭和４４年度

3010 3
新造林団地造成事業写真集、位置
図

昭和40年度新造林団地造成事業写真 昭和４０年度

3010 4
新造林団地造成事業写真集、位置
図

昭和41年度新造林団地造成事業写真 昭和４１年度

3010 5
新造林団地造成事業写真集、位置
図

昭和42年度新造林団地造成事業写真 昭和４２年度

3010 6
新造林団地造成事業写真集、位置
図

全県位置図

3010 7
新造林団地造成事業写真集、位置
図

下田林業事務所位置図

3010 8
新造林団地造成事業写真集、位置
図

沼津林業事務所位置図

3010 9
新造林団地造成事業写真集、位置
図

静岡林業事務所位置図
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3010 10
新造林団地造成事業写真集、位置
図

金谷林業事務所位置図

3011 1 昭和34年度県営林事業費決算書 昭和34年度県有林収入調書他

3011 2 昭和34年度県営林事業費決算書
昭和34年度県有林管理事業決算資料について（報
告）

昭和３５年度 (収)昭35. 6.14
下田林業事務所
長

3011 3 昭和34年度県営林事業費決算書 昭和34年度県有林管理事業決算書の提出について 昭和３５年度 (収)昭35. 6.14
沼津林業事務所
長

3011 4 昭和34年度県営林事業費決算書
昭和34年度県有林管理事業並びに皇太子殿下御成
婚記念造林事業決算資料について

昭和３５年度 (収)昭35. 6.10
静岡林業事務所
長

3011 5 昭和34年度県営林事業費決算書 昭和34年度県有林管理事業の決算資料について 昭和３５年度 (収)昭35. 6.14
金谷林業事務所
長

3011 6 昭和34年度県営林事業費決算書 昭和34年度県有林管理事業歳入出決算書について 昭和３５年度 (収)昭35. 6.16
天竜林業事務所
長

3012 1 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権原簿謄本の交付について 昭和４５年度
(起)昭46. 2.10
(決)昭46. 2.10
(施)昭46. 2.10

水産課

3012 2 漁業権登録関係綴　No.１ 共同漁業権一部抹消登録について 昭和４５年度 (施)昭46. 1.26 水産課

3012 3 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権（持分）の抹消登録について 昭和４５年度 (施)昭46. 1.26 水産課

3012 4 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権（持分）の抹消登録について 昭和４５年度 (施)昭46. 1.26 水産課

3012 5 漁業権登録関係綴　No.１ 特別採捕（アワビ）の許可について 昭和４５年度
(起)昭45.12.15
(決)昭45.12.15
(施)昭45.12.15

水産課

3012 6 漁業権登録関係綴　No.１ 免許漁業原簿の謄本交付について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.30
(施)昭45. 3.31

水産課

3012 7 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権（持分）の抹消登録について 昭和４４年度
(起)昭44. 9. 4
(施)昭44. 9.16

水産課

3012 8 漁業権登録関係綴　No.１ 共同漁業権一部抹消登録について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.26
(施)昭45. 3.30

水産課

3012 9 漁業権登録関係綴　No.１ 登録名儀人表示の変更登録について 昭和４４年度
(起)昭44.11.18
(決)昭44.11.26

水産課

3012 10 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権（持分）の移転登録申請について 昭和４４年度
(起)昭44.11.18
(決)昭44.11.26

水産課

3012 11 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権（持分）の移転登録申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.25
(施)昭44. 9.29

水産課

3012 12 漁業権登録関係綴　No.１ 共同漁業権一部抹消登録について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.25
(施)昭44. 9.30

水産課

3012 13 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権（持分）の移転登録申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.20
(施)昭44. 9.30

水産課

3012 14 漁業権登録関係綴　No.１ 登録名儀人表示の変更登録について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.20
(施)昭44. 9.30

水産課
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3012 15 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権（持分）の移転登録申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.28
(決)昭44. 8.30

水産課

3012 16 漁業権登録関係綴　No.１
登録名儀人表示の変更登録について（共同漁業
権）

昭和４４年度
(起)昭44. 8.28
(決)昭44. 8.30

水産課

3012 7 漁業権登録関係綴　No.１ 共同漁業権の変更登録手続き等について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.26
(施)昭44. 8.29

水産課

3012 18 漁業権登録関係綴　No.１ 登録名儀人表示の変更登録について 昭和４３年度 (起)昭43.12.23 水産課

3012 19 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権（持分）移転登録について 昭和４３年度 (起)昭43.12.23 水産課

3012 20 漁業権登録関係綴　No.１ 共同漁業権一部抹消登録について 昭和４３年度 (施)昭43.12. 1 水産課

3012 21 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権の仮登録について 昭和４３年度
(起)昭43.11. 2
(決)昭43.11.20

水産課

3012 22 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権の仮登録について 昭和４３年度 (起)昭43.10.29 水産課

3012 23 漁業権登録関係綴　No.１ 免許漁業原簿謄本及び漁場図の交付について 昭和４３年度 (施)昭43.10.15 水産課

3012 24 漁業権登録関係綴　No.１ 漁業権の仮登録について 昭和４２年度
(起)昭42.12.21
(決)昭42.12.27
(施)昭43. 1.12

水産課

3013 1 漁業権登録関係綴　No.２ 漁業権（持分）移転登録について 昭和５０年度 (決)昭50.10.25 水産課

3013 2 漁業権登録関係綴　No.２
漁業権（漁場の区域）の一部抹消登録について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.26
(決)昭48. 3. 2

水産課

3013 3 漁業権登録関係綴　No.２
共同漁業権（共第15号）の一部抹消登録について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.26
(決)昭47. 8.30
(施)昭47. 8.31

水産課

3013 4 漁業権登録関係綴　No.２
区画漁業権（特区第77号）の一部抹消登録につい
て（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.10
(決)昭47. 3.10

水産課

3013 5 漁業権登録関係綴　No.２
免許漁業原簿謄本および同漁場図謄本の交付につ
いて（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.16
(決)昭47. 5.16
(施)昭47. 5.16

水産課

3013 6 漁業権登録関係綴　No.２ 免許漁業漁場図謄本の交付について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.25
(決)昭47. 3.25

水産課

3013 7 漁業権登録関係綴　No.２ 漁業権登録名儀人の変更登録について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 7
(決)昭46. 7.31
(施)昭46. 8. 2

水産課

3013 8 漁業権登録関係綴　No.２ 漁業権（持分）の移転登録について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 7
(決)昭46. 7.28
(施)昭46. 7.28

水産課

3013 9 漁業権登録関係綴　No.２ 共同漁業権の一部抹消登録について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 3
(決)昭46. 3. 5
(施)昭46. 3.10

水産課

3013 10 漁業権登録関係綴　No.２ 共同漁業権の一部抹消登録について 昭和４５年度 (起)昭45. 5.11 水産課

3014 1 特定区画漁業権行使規則綴 特定区画漁業権行使規則の認可について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭43. 8.29
(決)昭43. 9. 3
(施)昭43. 9. 3

水産課
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3015 1 共第６号漁場遊漁協定書 共同漁業権共第６号遊漁協定書 昭和４４年度 (起)昭44. 9.18

3015 2 共第６号漁場遊漁協定書
共第６号漁業権内における遊漁協定書の立会人に
ついて（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 9.29 水産課

3016 1 大井川水域水域指定関係資料
水質保全法に基づく大井川水域の指定および水質
基準の設定について

昭和４５年度 (収)昭46. 3. 8
企画調整部公害
課長

3016 2 大井川水域水域指定関係資料
水質基準の設定に対する水産側の要求水質等につ
いて（回答）

昭和４５年度
(起)昭45.12.26
(決)昭46. 1. 5
(施)昭46. 1.11

水産課

3016 3 大井川水域水域指定関係資料
水質基準の設定に対する水産側の要求水質等につ
いて（照会）

昭和４５年度 (収)昭45.12.17
水産庁長官官房
総務課長

3016 4 大井川水域水域指定関係資料 大井川水域の概況（昭和43年度指定調査） 昭和４５年度
経済企画庁国民
生活局

3016 5 大井川水域水域指定関係資料
大井川水域の概況と水質　－水域指定に関する概
況調査結果報告書―

昭和４３年度
県企画調整部公
害課

3017 1 天竜川水域水域指定関係資料 天竜川にかかわる環境基準の設定について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.22
(決)昭46. 3.22
(施)昭46. 3.22

水産課

3017 2 天竜川水域水域指定関係資料 復命書（水質環境基準現地小委員会） 昭和４５年度 (起)昭46. 3.19 水産課

3018 1 狩野川水域水域指定関係資料 狩野川における魚類へい死事故一覧表

3018 2 狩野川水域水域指定関係資料
水質汚濁に係る環境基準の設定の基本方針につい
て（答申）

昭和４４年度 (収)昭45. 3.31 水質審議会

3018 3 狩野川水域水域指定関係資料
狩野川水域の指定水域の指定および水質基準の設
定（案）

昭和４４年度 (収)昭45. 2.21
経済企画庁国民
生活局

3018 4 狩野川水域水域指定関係資料
狩野川水域の指定水域の指定および水質基準の設
定（案）の説明

昭和４４年度 (収)昭45. 2.21
経済企画庁国民
生活局

3018 5 狩野川水域水域指定関係資料
水質基準の設定に対する水産側の要望水質等につ
いて（回答）

昭和４４年度
(起)昭45. 1.29
(決)昭45. 1.29
(施)昭45. 1.29

水産課

3018 6 狩野川水域水域指定関係資料
水質基準の設定に対する水産側の要望水質等につ
いて（照会）

昭和４４年度 (収)昭45. 1.19 水産庁漁政部長

3018 7 狩野川水域水域指定関係資料
水質自動観測装置にともなう国費助成について
（要望）

昭和４４年度
(起)昭45. 2.18
(決)昭45. 2.18
(施)昭45. 2.19

水産課

3019 1
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

地方自治法第238条の４第１項と漁業権設定の関
係について

昭和３８年度 (収)昭39. 1.30 水産庁漁政部長

3019 2
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

建設省直轄河川における共同漁業権免許の条件に
ついて

昭和３８年度
(起)昭38.10.25
(決)昭38.11. 7
(施)昭38.11. 7

水産課

3019 3
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

建設省直轄河川における漁業権免許について（照
会）

昭和３８年度
(起)昭38.10. 4
(決)昭38.10. 4
(施)昭38.10. 7

水産課

3019 4
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

内水面漁場計画の公示及び申請について 昭和３８年度
(起)昭38.10. 1
(決)昭38.10. 1
(施)昭38.10. 2

水産課

3019 5
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

県公報送付について 昭和３８年度
(起)昭38.10. 1
(決)昭38.10. 1
(施)昭38.10. 2

水産課
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3019 6
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

漁業権免許申請等事務手続資料送付について 昭和３８年度
(起)昭38. 9.30
(決)昭38.10. 1
(施)昭38.10. 1

水産課

3019 7
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

漁業権免許申請等の説明会開催について 昭和３８年度
(起)昭38. 9.19
(決)昭38. 9.21
(施)昭38. 9.21

水産課

3019 8
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

漁場計画に基づく共同漁業権の免許内容等の決定
について

昭和３８年度
(起)昭38. 9.12
(決)昭38. 9.17

水産課

3019 9
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

内水面における漁場計画について 昭和３８年度
(起)昭38. 8.14
(決)昭38. 8.28
(施)昭38. 8.30

水産課

3019 10
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

建設省直轄河川における共同漁業権漁場計画につ
いて（協議）

昭和３８年度
(起)昭38. 9. 9
(決)昭38. 9. 9
(施)昭38. 9.12

水産課

3019 11
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

振草川・大入川（愛知県境）の漁場計画と愛知側
への入漁についての経緯

昭和３８年度 (起)昭38. 7. 4 水産課

3019 12
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

河川敷内における漁業権の範囲について 昭和３８年度
(起)昭38. 7. 9
(決)昭38. 7.12
(施)昭38. 7.13

水産課

3019 13
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

内水面漁場計画協議会開催について 昭和３８年度
(起)昭38. 6.18
(決)昭38. 6.21
(施)昭38. 6.22

水産課

3019 14
内水面漁業権関係（漁業権切替え
関係・漁場計画）

漁業法、水協法改正についての説明会開催につい
て

昭和３７年度
(起)昭37.10.24
(決)昭37.10.25
(施)昭37.10.25

水産課

3020 1
内水面漁業権関係（漁場計画要
望）

漁場計画に対する要望について 昭和３７年度
(起)昭37.11.26
(決)昭37.11.29

水産課

3021 1 内水面漁業及び漁場関係綴 昭和41年度増殖計画の指示について 昭和４０年度 (起)昭41. 2.27 水産課

3021 2 内水面漁業及び漁場関係綴 あゆ漁業の解禁日について 昭和４０年度
(起)昭40. 5. 4
(決)昭40. 5.12
(施)昭40. 5.13

水産課

3021 3 内水面漁業及び漁場関係綴
内水面の第５種共同漁業権にかかる漁業権行使規
則及び遊漁規則等の変更について

昭和３９年度
(起)昭40. 3. 9
(決)昭40. 3.10
(施)昭40. 3.12

水産課

3021 4 内水面漁業及び漁場関係綴 昭和40年度増殖計画の指示について（伺い） 昭和４０年度
(起)昭40. 4. 6
(決)昭40. 4.12

水産課

3021 5 内水面漁業及び漁場関係綴 「あまご」の採捕の禁止期間等について 昭和３９年度
(起)昭39.12.25
(施)昭39.12.25

水産課

3022 1 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和２８年度 (収)昭28.10.16
県内水面漁場管
理委員会長

3022 2 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３０年度 (収)昭30. 6.17
県内水面漁場管
理委員会長

3022 3 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３０年度 (収)昭31. 1.14
県内水面漁場管
理委員会長

3022 4 内水面管理委員会議事録 委員会開催について 昭和３０年度 (収)昭31. 3. 6
県内水面漁場管
理委員会長

3022 5 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３０年度 (収)昭31. 3.20
県内水面漁場管
理委員会長

3022 6 内水面管理委員会議事録 委員会開催について 昭和３１年度 (収)昭31. 7.18
県内水面漁場管
理委員会長
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3022 7 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３１年度 (収)昭31. 7.31
県内水面漁場管
理委員会長

3022 8 内水面管理委員会議事録 現地調査について 昭和３１年度 (収)昭31. 7.31
県内水面漁場管
理委員会長

3022 9 内水面管理委員会議事録 委員会開催について 昭和３１年度 (収)昭31.10.22
県内水面漁場管
理委員会長

3022 10 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３１年度 (収)昭31.10.30
県内水面漁場管
理委員会長

3022 11 内水面管理委員会議事録
第３期内水面漁場管理委員会委員に対する感謝状
贈呈のための名簿作成について

昭和３１年度
(起)昭31.11.20
(決)昭31.11.24

水産課

3022 12 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３１年度 (収)昭31.12.24
県内水面漁場管
理委員会長

3022 13 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３２年度 (収)昭32. 4.15
県内水面漁場管
理委員会長

3022 14 内水面管理委員会議事録 公聴会並びに聴聞会開催について 昭和３２年度 (収)昭32. 4.22
県内水面漁場管
理委員会長

3022 15 内水面管理委員会議事録 議事録並びに聴聞会記録送付について 昭和３２年度 (収)昭32. 5.11
県内水面漁場管
理委員会長

3022 16 内水面管理委員会議事録 委員会開催について 昭和３２年度 (収)昭32. 6.14
県内水面漁場管
理委員会長

3022 17 内水面管理委員会議事録 議事録提出について 昭和３２年度 (収)昭32. 6.25
県内水面漁場管
理委員会長

3022 18 内水面管理委員会議事録 委員会開催について 昭和３２年度 (収)昭32. 7.30
県内水面漁場管
理委員会長

3022 19 内水面管理委員会議事録 議事録提出について 昭和３２年度 (収)昭32. 9.28
県内水面漁場管
理委員会長

3022 20 内水面管理委員会議事録 委員会開催について 昭和３２年度 (収)昭32.10. 9
県内水面漁場管
理委員会長

3022 21 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３２年度 (収)昭32.10.25
県内水面漁場管
理委員会長

3022 22 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３２年度 (収)昭33. 3.10
県内水面漁場管
理委員会長

3022 23 内水面管理委員会議事録 議事録並びに公聴会記録提出について 昭和３２年度 (収)昭33. 2.27
県内水面漁場管
理委員会長

3022 24 内水面管理委員会議事録 議事録提出について 昭和３３年度 (収)昭33. 7. 7
県内水面漁場管
理委員会長

3022 25 内水面管理委員会議事録 議事録並びに公聴会記録提出について 昭和３３年度 (収)昭33.12. 3
県内水面漁場管
理委員会長

3022 26 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３３年度 (収)昭34. 1. 7
県内水面漁場管
理委員会長

3022 27 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３３年度 (収)昭34. 3. 6
県内水面漁場管
理委員会長
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3022 28 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３４年度 (収)昭34. 6.15
県内水面漁場管
理委員会長

3022 29 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３４年度 (収)昭34. 8.29
県内水面漁場管
理委員会長

3022 30 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３４年度 (収)昭34.11.10
県内水面漁場管
理委員会長

3022 31 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３４年度 (収)昭34.12.22
県内水面漁場管
理委員会長

3022 32 内水面管理委員会議事録 議事録の提出について 昭和３４年度 (収)昭35. 3.11
県内水面漁場管
理委員会長

3023 1
内水面漁業権関係（漁業権存続期
間特例法など）

陳情書 昭和３７年度 (収)昭37. 6.22
大井川非出資漁
業協同組合長

3023 2
内水面漁業権関係（漁業権存続期
間特例法など）

免許漁業権原簿謄本交付について伺 昭和３７年度
(起)昭37. 6.14
(決)昭37. 6.19
(施)昭37. 6.19

水産課

3023 3
内水面漁業権関係（漁業権存続期
間特例法など）

共同漁業権抹消登録について 昭和３７年度
(起)昭37. 1.23
(決)昭37. 1.25
(施)昭37. 4.12

水産課

3023 4
内水面漁業権関係（漁業権存続期
間特例法など）

漁業権登録証返送について 昭和３６年度
(起)昭37. 1.12
(決)昭37. 1.12
(施)昭37. 1.13

水産課

3023 5
内水面漁業権関係（漁業権存続期
間特例法など）

内水面漁業権等の調査について（回答） 昭和３６年度
(起)昭36.10. 5
(決)昭36.10. 6
(施)昭36.10. 7

水産課

3023 6
内水面漁業権関係（漁業権存続期
間特例法など）

農林大臣免許に係る内水面漁業の存続期間延長に
ついて

昭和３６年度
(起)昭36. 8. 3
(決)昭36. 8. 7
(施)昭36. 8. 8

水産課

3023 7
内水面漁業権関係（漁業権存続期
間特例法など）

農林大臣免許に係る内水面漁業権に関する調査に
ついて

昭和３６年度
(起)昭36. 5.31
(決)昭36. 6. 1
(施)昭36. 6. 1

水産課

3024 1
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（●船曳網操業許可について） 昭和３１年度 (収)昭31. 9.14 ●船曳網組合長

3024 2
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書 昭和３１年度 (収)昭31. 6.11
静岡県旋網漁業
者協会長

3024 3
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（ハマグリ共同漁業権設定促進について） 昭和３１年度 (収)昭32. 2. 1
伊豆浅海開発振
興協会理事長他

3024 4
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書 昭和３１年度 (収)昭32. 3.18 ●船曳網組合長

3024 5
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

しらす船曳入漁斡旋方促進陳情書 昭和３１年度 (収)昭32. 3.29
榛原郡しらす船
曳関係者一同

3024 6
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（区画漁業免許について） 昭和３２年度 (収)昭32. 4.30
清水市漁業協同
組合長他

3024 7
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（汚水処理について） 昭和３２年度 (収)昭32. 4.30
吉田町漁業協同
組合長

3024 8
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（定置38号について） 昭和３１年度 (収)昭32. 3.20
小川漁業協同組
合長

3024 9
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（汚水処理について） 昭和３２年度 (収)昭32. 5.12
大井川漁業協同
組合長
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3024 10
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（さくらえびの禁止期間について） 昭和３２年度 (収)昭32.12.18 桜蝦漁業組合長

3024 11
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

入漁協定成立方に関する陳情書 昭和３１年度 (収)昭31. 8.30
榛原郡下しらす
船曳漁業関係者
一同

3024 12
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

嘆願書（大根たい漁場まき網より保護） 昭和３１年度 (収)昭31. 4.16
仁科浜漁業協同
組合

3024 13
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

築磯漁業権設定嘆願書について 昭和３１年度 (収)昭31. 7. 2 賀茂支庁長

3024 14
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

ハマグリ漁業権設定の陳情について 昭和３１年度 (収)昭31. 7. 7 賀茂支庁長

3024 15
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書 昭和３１年度 (収)昭31. 6.12
静岡県旋網漁業
者協会長

3024 16
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

決議 昭和３１年度 (収)昭31. 6.12
静岡県定置漁業
協会

3024 17
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（しらす船曳小笠郡地先入漁協定につい
て）

昭和３１年度 (収)昭31. 4. 2
榛原郡関係漁業
協同組合長

3024 18
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書 昭和３１年度 (収)昭31. 4.23
静岡県旋網漁業
者組合

3024 19
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（しらす船曳小笠郡地先入漁協定につい
て）

昭和３１年度 (収)昭31. 4.19
相良漁業協同組
合長他

3024 20
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（地元に定置設定陳情） 昭和３０年度 (収)昭31. 2.13
伊浜漁業協同組
合長

3024 21
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

定置操業の新規出願についての陳情 昭和３０年度 (収)昭31. 1.18 賀茂支庁長

3024 22
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

嘆願書（焼津共83号保護） 昭和３０年度 (収)昭31. 2. 8 焼津市住民

3024 23
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（小型機船底曳の操業期間の延長） 昭和３０年度 (収)昭31. 2. 6
志下浦漁業協同
組合

3024 24
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

区画漁業の漁場計画について 昭和３０年度 (収)昭31. 1.19
戸田村漁業協同
組合長

3024 25
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（区画（真珠）漁業権設定について） 昭和３０年度 (収)昭30.10.13
内浦漁業協同組
合長

3024 26
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（小型機船底曳網漁業制限緩和について） 昭和３０年度 (収)昭30.10.12
志下浦漁業協同
組合長

3024 27
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（焼津地先に於ける違反操業漁船につい
て）

昭和３０年度 (収)昭30.12.26
焼津漁業協同組
合長

3024 28
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（焼津地区共同漁業権漁場保護について） 昭和３０年度 (収)昭30.12.15
焼津漁業協同組
合長

3024 29
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

嘆願書（真珠区画漁業権設定について） 昭和３０年度 (収)昭30.10. 3
清水市漁業協同
組合長
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3024 30
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（共第83号共同漁業権の保護策について） 昭和３０年度 (収)昭30. 9.28
東益津漁業協同
組合長他

3024 31
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（真珠区画漁業権設定について） 昭和３０年度 (収)昭30. 9.28
清水市漁業協同
組合長

3024 32
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（吉田地先定置漁業権設定について） 昭和３０年度 (収)昭30. 8.18
三坂漁業協同組
合長他

3024 33
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

漁業法改正に関する要望について 昭和３０年度 (収)昭30. 6.13
静岡県地曳網組
合連合会長

3024 34
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

漁業法改正に関する要望について 昭和３０年度 (収)昭30. 6.10
静岡県定置漁業
協会長

3024 35
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

漁業法改正に関する要望について 昭和３０年度 (収)昭30. 6.10
静岡県●船曳網
漁業組合長

3024 36
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（定置漁業試験操業） 昭和３０年度 (収)昭30. 5.30
妻良漁業協同組
合長他

3024 37
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

決議書（東北海区入漁船） 昭和２９年度 (収)昭30. 3.30
静岡県旋網漁業
者協会第６支部
長

3024 38
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（内浦湾内機船底曳網操業禁止方） 昭和２９年度 (収)昭30. 3.14
我入道漁業協同
組合長他

3024 39
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（内浦湾内機船底曳網操業禁止方） 昭和２９年度 (収)昭30. 3.14
馬込浦漁業協同
組合長

3024 40
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（中型まき網東北海区出漁について） 昭和２９年度 (収)昭30. 3.10
清水市旋網漁業
者

3024 41
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（鎌ケ崎漁場保護のためまき網許可反対） 昭和２９年度 (収)昭29. 5.24
清水市漁業協同
組合長他

3024 42
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（区第６号を真珠養殖に変更の件） 昭和２９年度 (収)昭29. 4. 6
清水市漁業協同
組合長

3024 43
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（東北海区入漁斡旋陳情） 昭和２８年度 (収)昭29. 3.24
中型旋網６統連
名

3024 44
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（小型まき網を中型に変更許可の件） 昭和２８年度 (収)昭28.11.25
戸田村漁業協同
組合長

3024 45
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

寿蔵丸転籍に関する件 昭和２８年度 (収)昭28.11.12
南海水産株式会
社

3024 46
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

漁業権侵害提訴の件 昭和２８年度 (収)昭28.11. 9
小川漁業協同組
合長

3024 47
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（定第40号の位置に鮪落新設の件） 昭和２８年度 (収)昭28. 6.11
志太郡和田村　
個人

3024 48
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（瀬之海禁止期間の短縮） 昭和２８年度 (収)昭28. 5.22
静岡県旋網漁業
者協会長

3024 49
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（禁止期間の延長） 昭和２８年度 (収)昭28. 4.30
静岡県桜蝦揚繰
組合長
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3024 50
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

（件名番号33202に対する返事写） 昭和２８年度 (収)昭28. 4.20 （個人名）他

3024 51
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

対（個人名）示談に関する件 昭和２８年度 (収)昭28. 4.17
南海水産株式会
社社長

3024 52
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（禁止区域の縮小） 昭和２８年度 (収)昭28. 4. 7
静岡県機船底曳
網組合長

3024 53
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（寿蔵丸の南海との使用権について） 昭和２７年度 (収)昭28. 3.31 （個人名）

3024 54
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（寿蔵丸まき網漁業許可申請の件） 昭和２７年度 (収)昭28. 3.27
南海水産株式会
社社長

3024 55
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（まき網の夜間共同漁業権侵犯に対する取
締方）

昭和２７年度 (収)昭28. 3.19
宇久須漁業協同
組合長

3024 56
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（まき網の夜間共同漁業権侵犯に対する取
締方）

昭和２７年度 (収)昭28. 3.24
伊豆西海岸漁業
者連名

3024 57
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

サクラエビ漁業操業区域違反警告の件 昭和２７年度 (収)昭27.12.17
和田村漁業協同
組合長

3024 58
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（定第31号内浦村重寺漁期延長方） 昭和２７年度 (収)昭27.12.15
漁業権免許定第
３１号代表

3024 59
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

定第42号魳落網漁業権漁業期間に関する件 昭和２７年度 (収)昭27.11. 4
小川漁業協同組
合長

3024 60
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

射撃場設定反対の要望について 昭和２７年度 (収)昭27.10.31
榛原郡各漁協組
合長

3024 61
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

嘆願書（しらす船曳網定数36統許可の嘆願） 昭和２７年度 (収)昭27.10.16
静岡県しらす船
曳網組合榛原支
部長

3024 62
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（瀬之海旋網漁業の操業禁止期間の短縮
方）

昭和２７年度 (収)昭27.10. 6
静岡県旋網漁業
者協会

3024 63
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（いせえび禁漁期間の短縮方） 昭和２７年度 (収)昭27. 8.21
岩科村漁業協同
組合長

3024 64
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（桜蝦の解禁日を本年に限り10月１日とさ
れたい）

昭和２７年度 (収)昭27. 8.16
静岡県桜蝦揚繰
網組合長

3024 65
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

意見書（沿岸かつお一本釣り業者との協定その他
について）

昭和２７年度 (収)昭27. 5.30
静岡県旋網漁業
者協会長

3024 66
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

いわしまき網新設について 昭和２６年度 (収)昭27. 2. 5
安良里村漁業協
同組合長

3024 67
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

定置漁業保護区域及許可漁業に関する陳情 昭和２５年度 (収)昭26. 1.24
由比町漁業協同
組合長

3024 68
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（許可漁業の定数について） 昭和２６年度 (収)昭26.12.20
静岡県しらす船
曳網漁業組合長

3024 69
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（操業区域の拡張） 昭和２６年度 (収)昭26.12.18
静岡県旋網漁業
者協会長
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3024 70
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

定置漁業の保護区域に関する陳情書 昭和２６年度 (収)昭26.11.30
静岡県定置網組
合長

3024 71
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（鎌ケ崎漁場夜間火光使用反対陳情） 昭和２６年度 (収)昭26.11.16
清水市漁業協同
組合長

3024 72
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書 昭和２６年度 (収)昭26.11. 6
定第４０号免許
者代表

3024 73
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

嘆願書（しらす船曳網二艘漁業許可について） 昭和２６年度 (収)昭26.10. 5
榛原郡吉田町　
新八丸

3024 74
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

嘆願書（しらす船曳網二艘漁業許可について） 昭和２６年度 (収)昭26.10. 5
榛原郡吉田町　
満徳丸

3024 75
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

第50号第１種共同漁業権共同申請記名捺印者及取
扱者氏名に関する件

昭和２６年度 (収)昭26. 9.26
子浦漁業協同組
合長

3024 76
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（共有漁業権に対する異議申請の件） 昭和２６年度 (収)昭26. 8.30
伊浜漁業協同組
合

3024 77
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（漁業調整規則案に対する要望） 昭和２６年度 (収)昭26. 9.21
静岡県棒受網鯖
釣漁業組合長

3024 78
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（漁業調整規則案に対する要望） 昭和２６年度 (収)昭26. 7.27
静岡県鯖釣漁業
者組合長

3024 79
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（漁業調整規則案に対する要望） 昭和２６年度 (収)昭26. 7.26
静岡県旋網漁業
者協会長

3024 80
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（漁場計画の一本化を陳情） 昭和２６年度 (収)昭26. 7.20
相良町漁業協同
組合長

3024 81
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

漁業権免許内容追加変更申請の件 昭和２６年度 (収)昭26. 7.16
由比町漁業協同
組合

3024 82
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（旋網漁業について） 昭和２６年度 (収)昭26. 6.30
静岡県旋網漁業
者協会長

3024 83
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

請願書（放水路開さく工事放棄方請願） 昭和２６年度 (収)昭26. 6.29
沼津漁業協同組
合長

3024 84
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

鰹巾着網漁船遠州灘海区操業厳禁方要望書 昭和２６年度 (収)昭26. 6.25
榛原郡漁業者連
絡会長

3024 85
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（解禁日の繰上げ陳情） 昭和２６年度 (収)昭26. 6.30
静岡県桜蝦揚繰
網組合長

3024 86
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（清水市鎌ケ崎夜間釣漁善処方懇願） 昭和２６年度 (収)昭26. 6.26
我入道漁業協同
組合長

3024 87
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（瀬之海火光使用棒受を期限付許可を要
望）

昭和２６年度 (収)昭26. 4. 9
静岡県棒受網鯖
釣組合長

3024 88
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（機船底曳漁業に関する件） 昭和２５年度 (収)昭25.12.27
静岡県機船底曳
網組合長

3024 89
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（瀬の海の保護） 昭和２５年度 (収)昭25.12.27
我入道漁業協同
組合他

3024 90
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（地曳網漁場に関する件） 昭和２５年度 (収)昭25.12.22
静岡県地曳網組
合連合会長
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3024 91
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

要望書（しらす船曳網漁業に関する件） 昭和２５年度 (収)昭25.12.22
静岡県しらす船
曳網漁業協同組
合長

3024 92
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

陳情書（内浦湾瀬之海集魚灯禁止期間撤廃その
他）

昭和２５年度 (収)昭25.12.15
静岡県旋網漁業
者協会長

3024 93
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

鰹網操業区域制限に関する陳情書 昭和２５年度 (収)昭25.11. 9
静岡県榛原郡漁
業者連絡会長

3024 94
陳情書並びに要望書（昭和25年～
32年）

鰹網反対陳情書 昭和２５年度 (収)昭25.10.  
静岡県榛原郡沿
岸漁業者一同

3025 1
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（船曳網漁業統制について） 昭和３２年度 (収)昭33. 1.31
吉田町漁業協同
組合長他

3025 2
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

要望書（操業期間について） 昭和３２年度 (収)昭33. 3.19
静岡県旋網漁業
者組合長

3025 3
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（定置漁業保護施策について） 昭和３３年度 (収)昭33. 6.19
静岡県定置漁業
協会長

3025 4
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

はまぐり養殖漁場設定要望書 昭和３３年度 (収)昭33. 5.15
清水市漁業協同
組合長

3025 5
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（夜間操業を認められたい） 昭和３３年度 (収)昭33. 5. 1
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合
長

3025 6
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（機船底曳網操業区域について） 昭和３３年度 (収)昭33. 4.19
静岡県機船底曳
網組合長

3025 7
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（駿河湾内タイ網操業許可について） 昭和３７年度 (収)昭37. 5.31
用宗漁業協同組
合長

3025 8
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（潜水器漁業許可の制限条件について） 昭和３７年度 (収)昭37. 4. 9
雲見漁業協同組
合長

3025 9
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（興津埠頭建設に伴う漁業補償について） 昭和３６年度 (収)昭36.12.22
興津埠頭対策委
員会長他

3025 10
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

しらす船曳網漁業操業に関する陳情 昭和３６年度 (収)昭36. 8. 3
静岡県鰹鮪漁業
協同組合長

3025 11
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

請願書（鯛ごち網漁業について） 昭和３６年度 (収)昭36. 7. 8
榛原地区漁業協
同組合運営委員
会長

3025 12
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（鯛ごち網漁業について） 昭和３６年度 (収)昭36. 5.29
佐倉漁業協同組
合長他

3025 13
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（たい網漁業反対と底曳禁止区域の拡大に
ついて）

昭和３６年度 (収)昭36. 4. 6
地頭方漁業協同
組合長他

3025 14
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（ひるいか漁場に対する入漁船の隻数制限
について）

昭和３６年度 (収)昭36. 4.10
賀茂地区漁協運
営委員会委員長

3025 15
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

石廊崎沖いか漁場自主調整に関する協議会議事録
送付について

昭和３６年度 (収)昭36. 6.10
賀茂地区漁協運
営委員会

3025 16
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

石廊沖いか一本釣漁業の操業協定について 昭和３６年度 (収)昭36. 6. 5
賀茂地区漁協運
営委員会
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3025 17
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（しらす船曳清水地区79号入漁について） 昭和３６年度 (収)昭36. 4. 1
静岡県●船曳網
漁業組合

3025 18
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（小型機船底曳漁業の操業期間延長につい
て）

昭和３５年度 (収)昭36. 2. 8
志下浦漁業協同
組合長他

3025 19
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（小型機船底曳漁業の操業期間延長につい
て）

昭和３６年度 (収)昭36. 4.21
静浦第１漁業協
同組合長

3025 20
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（棒受の夜間操業の許可その他） 昭和３５年度 (収)昭36. 1.17
静岡県棒受船漁
撈長会長

3025 21
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（小型定置を大型定置に変更について） 昭和３５年度 (収)昭35.11.21
小下田漁業協同
組合長

3025 22
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（桜蝦揚繰網漁業の許可について） 昭和３５年度 (収)昭35. 7.13
西倉沢漁業協同
組合長

3025 23
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

要望書（潜水器漁業の許可条件の一部変更につい
て）

昭和３４年度 (収)昭35. 1.18
下田漁業協同組
合長他

3025 24
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（愛知県からの本県いか釣侵入について） 昭和３４年度 (収)昭34.11. 7
下田漁業協同組
合長他

3025 25
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（むろあじ、鯖棒受漁業の夜間操業につい
て）

昭和３４年度 (収)昭34. 9.15
小川漁業協同組
合長他

3025 26
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（折戸湾に於ける貯木の流出防止並びに管
理方について）

昭和３４年度 (収)昭34. 9. 3
清水市漁業協同
組合長他

3025 27
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（旋網漁業の許可を駿河湾内に許可しない
ように）

昭和３４年度 (収)昭34. 8.29
静岡県旋網漁業
者協会長

3025 28
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（旋網漁業網船の増屯について） 昭和３４年度 (収)昭34. 8.27
内浦漁業協同組
合長他

3025 29
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（旋網漁業の許可定数を決定しないよう） 昭和３４年度 (収)昭34. 8.27
静浦第１漁業協
同組合長他

3025 30
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（夜間操業禁止等について） 昭和３４年度 (収)昭34. 6. 5
伊東漁業協同組
合長他

3025 31
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（漁業調整規則の一部改正について） 昭和３４年度 (収)昭34. 6. 2
入出漁業協同組
合所属刺網組合
代表

3025 32
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（網禁止と期間等について） 昭和３４年度 (収)昭34. 6. 1
伊佐美漁業協同
組合

3025 33
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

第１種共同漁業権漁場設定要望書 昭和３４年度 (収)昭34. 5. 9
清水市漁業協同
組合長

3025 34
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

嘆願書（区画漁業権設定について） 昭和３４年度 (収)昭34. 5. 9
清水市漁業協同
組合長

3025 35
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

静岡県漁業調整規則一部改正に伴う潜水器漁業に
就いての改正方反対の陳情

昭和３３年度 (収)昭34. 3.27
御前崎漁業協同
組合長

3025 36
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

嘆願書（漁業の操業願について） 昭和３３年度 (収)昭34. 3.26
正徳丸地曳網共
同漁業代表
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3025 37
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（禁止区域変更について） 昭和３３年度 (収)昭34. 3.25
静岡県機船底曳
網組合長

3025 38
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

清水港興津埠頭計画反対に関する意見書 昭和３３年度 (収)昭34. 3. 9
興津町漁業協同
組合長他

3025 39
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（小型機船底曳網操業期間延長について） 昭和３３年度 (収)昭34. 2. 4
志下浦漁業協同
組合長

3025 40
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（操業期間延長について） 昭和３３年度 (収)昭34. 2. 4
静浦第１漁業協
同組合

3025 41
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

要望書（瀬之浦漁場の火光取締について） 昭和３３年度 (収)昭34. 1.21
妻良漁業協同組
合長

3025 42
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

鰆建網漁業の禁止方について陳情 昭和３３年度 (収)昭34. 1.20
御前崎漁業協同
組合長

3025 43
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

要望書（小型まき網漁業許可について） 昭和３３年度 (収)昭33.10.28
静岡県旋網漁業
者協会長

3025 44
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

志下浦漁業協同組合申請に係る小型旋網漁業の却
下方について（お願い）

昭和３３年度 (収)昭33.10.28
元吉原漁業協同
組合長

3025 45
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（小型旋網漁業企業許可反対に就いて） 昭和３３年度 (収)昭33.11.19 （個人名）

3025 46
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（夜間操業の取締等について） 昭和３３年度 (収)昭33.10.28
伊東漁業協同組
合長

3025 47
陳情書並びに要望書（昭和33年～
37年）

陳情書（地曳網漁業の保護施策について） 昭和３３年度 (収)昭33. 8. 1
静岡県地曳網組
合連合会長

3026 1 陳情書綴（昭和33年10月以降） 陳情書（小型トロ底曳網反対陳情） 昭和３３年度 (収)昭34. 2. 3
馬込浦漁業協同
組合

3026 2 陳情書綴（昭和33年10月以降） 陳情書（漁業操業期間の延長について） 昭和３３年度 (収)昭34. 2. 3
志下浦漁業協同
組合長他

3026 3 陳情書綴（昭和33年10月以降） 陳情書（漁業操業期間の延長について） 昭和３３年度 (収)昭34. 2. 2
静浦第１漁業協
同組合長

3027 1 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（無許可操業の取締方他） 昭和４４年度 (収)昭44. 9.  
静岡県機船底曳
網組合

3027 2 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（夜間操業認可の陳情） 昭和４４年度 (収)昭45. 3.  
中部地区沼えび
小型機船底曳網
漁業組合長他

3027 3 陳情書綴（昭和33年～44年）
いわし、あじ、さばを対象とする小型まき網漁業
の許可内容の変更方お願い

昭和４１年度 (収)昭41. 6.17
静岡県旋網漁業
者協会

3027 4 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（いか網漁業の認可について） 昭和４１年度 (収)昭41. 5.28
浜名漁業協同組
合長

3027 5 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（いか釣漁業者の保護について） 昭和４１年度 (収)昭41. 6.20 賀茂地区船主会

3027 6 陳情書綴（昭和33年～44年） 共同漁業権水面の埋立に関する要望書 昭和４１年度 (収)昭41. 4.25
網代港漁業協同
組合長
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3027 7 陳情書綴（昭和33年～44年） 要望書 昭和４１年度 (収)昭41. 4.  
浜名湖漁業協同
組合

3027 8 陳情書綴（昭和33年～44年） いわし船曳網漁業の許可反対についての陳情書 昭和４１年度 (収)昭41. 4.13
静岡県定置漁業
協会

3027 9 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（愛知県トロール船の密漁について） 昭和３９年度 (収)昭39. 8.21
福田町漁業協同
組合長

3027 10 陳情書綴（昭和33年～44年）
駿河湾内におけるいわし船曳網漁業の許可反対に
ついての陳情書

昭和４０年度 (収)昭41. 3. 2
静岡県旋網漁業
者組合長

3027 11 陳情書綴（昭和33年～44年）
陳情書（いわし船曳網漁業の許可内容変更方につ
いて）

昭和４０年度 (収)昭41. 2.25
吉田町漁業協同
組合長他

3027 12 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（小型機船底曳網漁業許可について） 昭和４０年度 (収)昭41. 2.25
吉田町漁業協同
組合長

3027 13 陳情書綴（昭和33年～44年）
駿河湾における小型旋網の無許可操業船等の取締
方要望について

昭和３６年度 (収)昭36. 6.23
静岡県船網漁業
者組合

3027 14 陳情書綴（昭和33年～44年）
陳情書（瀬の海における網漁業の操業上の制限に
ついて）

昭和３６年度 (収)昭36. 4.20
静岡県旋網漁業
者協会長

3027 15 陳情書綴（昭和33年～44年） 大型旋網に関する陳情について 昭和３６年度 (収)昭36. 5.17
静岡県鰹鮪漁業
協同組合

3027 16 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（乗組員の確保に関連して） 昭和３７年度 (収)昭37. 9.17
大井川町漁業協
同組合長

3027 17 陳情書綴（昭和33年～44年） 嘆願書（張立位置の変更について） 昭和３６年度 (収)昭36.11. 7
赤沢漁業協同組
合長

3027 18 陳情書綴（昭和33年～44年） 50屯未満鯖漁船の鰹一本釣漁業について 昭和３６年度 (収)昭36. 9.14
静岡県棒受鯖釣
漁業協同組合長

3027 19 陳情書綴（昭和33年～44年） 伊豆いか漁業について（供覧） 昭和３６年度 (収)昭36.10.20

3027 20 陳情書綴（昭和33年～44年） しらす船曳網漁業操業に関する陳情 昭和３６年度 (収)昭36. 8. 1
静岡県鰹鮪漁業
協同組合長

3027 21 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（区画漁業権の設定について） 昭和３６年度 (収)昭36. 5. 1
鷲津漁業協同組
合長

3027 22 陳情書綴（昭和33年～44年） 区画漁業権漁場拡大設定について陳情書提出 昭和３６年度 (収)昭36. 6. 5
舞阪町漁業協同
組合

3027 23 陳情書綴（昭和33年～44年）
陳情書（小型機船底曳網漁業の操業期間につい
て）

昭和３５年度 (収)昭36. 1.25 （不詳）

3027 24 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（アラビヤ石油建設計画中止の陳情） 昭和３５年度 (収)昭35.11.21
静岡県旋網漁業
者協会長

3027 25 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（桜蝦揚繰網漁業の許可申請） 昭和３５年度 (収)昭35. 7.13
西倉沢漁業協同
組合長

3027 26 陳情書綴（昭和33年～44年） 要望（勧告）書送付について 昭和３３年度 (収)昭34. 1.16
静岡県海区漁業
調整委員会

3027 27 陳情書綴（昭和33年～44年） 棒受網漁業の夜間操業禁止に関する件 昭和３３年度
(起)昭33.12.18
(決)昭33.12.19
(施)昭33.12.21

水産課
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3027 28 陳情書綴（昭和33年～44年） 棒受網漁業の夜間操業禁止に関する件 昭和３３年度
(起)昭33.12.12
(決)昭33.12.15
(施)昭33.12.15

水産課

3027 29 陳情書綴（昭和33年～44年） 棒受網漁業の夜間操業禁止に関する件 昭和３３年度
(起)昭33.11. 5
(決)昭33.11. 7
(施)昭33.11. 8

水産課

3027 30 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（夜間操業の取締） 昭和３３年度 (収)昭33.10.28
伊東漁業協同組
合長

3027 31 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（写）送付について 昭和３３年度 (収)昭34. 2. 7
一都三県連合海
区調整委員会長

3027 32 陳情書綴（昭和33年～44年） 小型機船底曳網漁業の操業に関する件 昭和３４年度
(起)昭34. 4. 4
(決)昭34. 4. 6
(施)昭34. 4. 6

水産課

3027 33 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（禁止区域の見直し） 昭和３３年度 (収)昭34. 3.24
静岡県機船底曳
網組合長

3027 34 陳情書綴（昭和33年～44年）
静岡県漁業調整規則一部改正に伴う潜水器漁業に
ついての改正方反対の陳情

昭和３３年度 (収)昭34. 3.26
御前崎漁業協同
組合長

3027 35 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（無許可操業について） 昭和３５年度 (収)昭35. 8.30
静岡県旋網漁業
者協会

3027 36 陳情書綴（昭和33年～44年） 小型まき網漁業の操業について 昭和３５年度
(起)昭35. 9.12
(決)昭35. 9.16
(施)昭35. 9.16

水産課

3027 37 陳情書綴（昭和33年～44年） 小型機船底曳網漁業の増馬力の陳情について 昭和３５年度
(起)昭35. 8.27
(決)昭35. 8.29

水産課

3027 38 陳情書綴（昭和33年～44年） 焼津港の概況と検疫所設置について 焼津市

3027 39 陳情書綴（昭和33年～44年）
焼津港における船員保険寮の増築並びに船員保険
休療所の設置について

昭和３４年度
(起)昭35. 2.18
(決)昭35. 2.18
(施)昭35. 2.18

水産課

3027 40 陳情書綴（昭和33年～44年）
陳情書（領海３海里を主張のこと及小笠原諸島及
マリヤナ諸島近海漁場の既得権擁護に関して）

昭和３４年度 (収)昭35. 3.30 焼津地区船長会

3027 41 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（焼津港に税関を設置されたい） 昭和３４年度 (収)昭35. 2.  焼津市長他

3027 42 陳情書綴（昭和33年～44年） 御前崎港に海上保安署設置について 昭和３４年度
(起)昭35. 3.14
(決)昭35. 3.14

水産課

3027 43 陳情書綴（昭和33年～44年） 焼津港における税関設置について 昭和３４年度
(起)昭35. 2. 8
(決)昭35. 2. 9
(施)昭35. 2. 9

水産課

3027 44 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（旋網漁業の許可定数について） 昭和３４年度 (収)昭34. 8.22
静浦第１漁業協
同組合長他

3027 45 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（中型旋網漁業の増屯数について） 昭和３４年度 (収)昭34. 8.22
静浦第１漁業協
同組合長他

3027 46 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（三枚網漁業の禁止に関する件御願い） 昭和３３年度 (収)昭34. 3.16
網代港漁業協同
組合長

3027 47 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（まき網漁業の許可について） 昭和３４年度 (収)昭34. 8.28
静岡県旋網漁業
者協会長

3027 48 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（地曳網船の船曳網船への転業） 昭和３４年度 (収)昭34. 8.29 磐田郡浅羽町長
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3027 49 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書 昭和３４年度 (収)昭34. 5.20
伊佐美漁業協同
組合

3027 50 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（漁業調整規則の一部改正について） 昭和３４年度 (収)昭34. 5.25
入出漁業協同組
合

3027 51 陳情書綴（昭和33年～44年） 陳情書（しらす禁漁期間の変遷についての陳情） 昭和３４年度
静岡県漁業連合
会長

3028 1 陳情書綴（昭和37年～48年）
東京都、千葉県海域における火光利用一本釣漁船
による凍結試験操業について

昭和４７年度 (収)昭48. 1.10
八戸漁業協同組
合連合会長

3028 2 陳情書綴（昭和37年～48年） 伊東市川奈開発の反対陳情について 昭和４６年度

3028 3 陳情書綴（昭和37年～48年） 要望書（操業区域の拡大） 昭和４６年度 (収)昭47. 3. 7
静岡県しらす船
曳網漁業者組合
沼津支部長

3028 4 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（城ヶ崎海岸の根釣全面禁止） 昭和４６年度 (収)昭47. 3. 6
富戸漁業協同組
合長

3028 5 陳情書綴（昭和37年～48年） いか釣漁業の集魚燈制限の改正について 昭和４６年度 (収)昭47. 2.21
伊東地区運営委
員会長

3028 6 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（県外大型いか釣漁船の入漁反対につい
て）

昭和４６年度 (収)昭46.12.21
伊東地区運営委
員会長

3028 7 陳情書綴（昭和37年～48年） 松崎町地先入漁について 昭和４０年度 (収)昭41. 3. 1
静岡県旋網漁業
者協会

3028 8 陳情書綴（昭和37年～48年）
駿河湾内におけるいわし船曳網漁業の許可反対に
ついての陳情

昭和４０年度 (収)昭41. 3. 2
静岡県旋網漁業
者協会長

3028 9 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（いわし船曳網漁業の許可内容等変更方に
ついて）

昭和４０年度 (収)昭41. 2.25
吉田町漁業協同
組合長他

3028 10 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（小型機船底曳網漁業許可について） 昭和４０年度 (収)昭41. 2.25
吉田町漁業協同
組合長

3028 11 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（いわし船曳網漁業の許可について） 昭和４０年度 (収)昭41. 2.28
由比町漁業協同
組合長

3028 12 陳情書綴（昭和37年～48年）
駿河湾内におけるいわし船曳網漁業の許可反対に
ついての陳情書

昭和４０年度 (収)昭41. 3. 2
静岡県旋網漁業
者協会長

3028 13 陳情書綴（昭和37年～48年） いわし船曳網漁業の許可についての陳情書 昭和４０年度 (収)昭41. 1.26
静岡県●船曳網
漁業組合志太支
部長

3028 14 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（取締強化について） 昭和４０年度 (収)昭41. 1.26
伊東地区運営委
員会長

3028 15 陳情書綴（昭和37年～48年）
歎願書（小型機船底曳網漁業の許可申請につい
て）

昭和４０年度 (収)昭41. 1. 4
用宗漁業協同組
合長

3028 16 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（小型旋網漁業の制限緩和について） 昭和４０年度 (収)昭40. 7.24
由比町漁業協同
組合長

3028 17 陳情書綴（昭和37年～48年） 歎願書（しらす船曳網漁業の許可について） 昭和４０年度 (収)昭40.10. 1
旧久能漁業協同
組合員
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3028 18 陳情書綴（昭和37年～48年）
宇佐美共同網のあじ、さば許可申請に関する反対
陳情の件

昭和４０年度 (収)昭40. 7. 2
網代港漁業協同
組合長

3028 19 陳情書綴（昭和37年～48年）
駿河湾を根拠とする中型まき網漁業の定数改正に
ついてお願い

昭和４０年度 (収)昭40.11.13
静岡県旋網漁業
者協会長

3028 20 陳情書綴（昭和37年～48年） いわし船曳網漁業の許可についての陳情書 昭和４０年度 (収)昭40. 8.17
静岡県●船曳網
漁業組合長

3028 21 陳情書綴（昭和37年～48年）
いわし・あじ・さばまき網漁業に使用することの
できる魚群探知器の基数制限変更に関する陳情書

昭和４０年度 (収)昭40. 8.14
静岡県旋網漁業
者協会長

3028 22 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（しらす船曳網漁業の許可枠拡大につい
て）

昭和４０年度 (収)昭40. 4.29
松崎町漁業協同
組合長他

3028 23 陳情書綴（昭和37年～48年） 金州漁場附近における漁業秩序確保について 昭和４０年度 (収)昭40. 6.11
御前崎漁業協同
組合長他

3028 24 陳情書綴（昭和37年～48年）
共同漁業権漁場内における船曳網漁業者の違反操
業船取り締り方についての陳情

昭和４０年度 (収)昭40. 6.23
静岡県地曳網組
合連合会長

3028 25 陳情書綴（昭和37年～48年） 請願書（シイラ小型旋網漁業の許可について） 昭和３９年度 (収)昭39.12.10
由比町漁業協同
組合長

3028 26 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（旋網漁業の違反操業取締方と漁業調整規
則の一部改正について）

昭和３９年度 (収)昭39. 9.14
静岡県定置協会
東部第１支部長
他

3028 27 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書 昭和３９年度 (収)昭39.11.16
富戸漁業協同組
合長

3028 28 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（さば旋網漁業の規制について） 昭和３９年度 (収)昭39. 5.11
静岡県棒受鯖釣
漁業協同組合長

3028 29 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（いわし船曳網漁業について） 昭和３９年度 (収)昭39. 7.15 静岡市長

3028 30 陳情書綴（昭和37年～48年） 声明書 昭和３９年度 (収)昭39. 6.10
榛原郡下沿岸漁
業者一同

3028 31 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（集魚灯の使用等について） 昭和３９年度 (収)昭39. 5.13
静岡県旋網漁業
者協会第１支部
長

3028 32 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（いわし、あじ、さば旋網漁業の沿岸操業
規制について）

昭和３９年度 (収)昭39. 8.10
焼津漁業協同組
合長他

3028 33 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（駿河湾内船曳網漁業権について） 昭和３９年度 (収)昭39. 7.31 大井川町長

3028 34 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（愛知県トロール船の密漁について） 昭和３９年度 (収)昭39. 8.21
福田町漁業協同
組合長

3028 35 陳情書綴（昭和37年～48年） いわし船曳網漁業の許可についての陳情書 昭和３９年度 (収)昭39. 7.15
静岡県●船曳網
漁業組合志太支
部長他

3028 36 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（さば漁業の厳重なる制限について） 昭和３９年度 (収)昭39. 5.25
静岡県棒受船漁
撈会長

3028 37 陳情書綴（昭和37年～48年） しらす船びき網の操業区域に関する陳情書 昭和３９年度 (収)昭39. 5.  
御前崎漁業協同
組合長
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3028 38 陳情書綴（昭和37年～48年） 旋網漁業の操業規制についての陳情書 昭和３９年度 (収)昭39. 5.11
静岡県棒受鯖釣
漁業協同組合長

3028 39 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（旋網漁業の操業取締について） 昭和３９年度 (収)昭39. 4.16
静岡県定置漁業
協会長

3028 40 陳情書綴（昭和37年～48年）
要望書（旋網漁業許可について操業区域の拡大並
びに許可統数の増加に反対する）

昭和３９年度 (収)昭39. 4.21
賀茂地区運営委
員会長他

3028 41 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書 昭和３８年度 (収)昭39. 3.23
榛原地区漁業協
同組合運営委員
会長

3028 42 陳情書綴（昭和37年～48年） 固定式３枚刺網漁業に対する陳情書 昭和３８年度 (収)昭39. 3. 6
網代港漁業協同
組合長

3028 43 陳情書綴（昭和37年～48年） 操業区域（伊豆東部）の拡大についての要望書 昭和３８年度 (収)昭39. 3. 6
静岡県旋網漁業
者協会長

3028 44 陳情書綴（昭和37年～48年） 操業禁止区域の設定に関する陳情書 昭和３８年度 (収)昭39. 2.17
静岡県機船底曳
網組合長

3028 45 陳情書綴（昭和37年～48年）
いわし、あじ、さば等旋網漁業許可切替に当り規
則第31条に係る区域規制についての陳情書

昭和３８年度 (収)昭39. 3. 5
榛原地区運営委
員会長

3028 46 陳情書綴（昭和37年～48年） 密漁船取締に対する陳情書 昭和３８年度 (収)昭39. 2. 6
榛原地区運営委
員会長

3028 47 陳情書綴（昭和37年～48年） 要望書（旋網漁業について） 昭和３８年度 (収)昭39. 2. 4
伊東小釣船組合
長

3028 48 陳情書綴（昭和37年～48年） 要望書（県外船のいか釣漁業について） 昭和３８年度 (収)昭39. 2. 4
定置漁業伊豆東
部第１支部長

3028 49 陳情書綴（昭和37年～48年）
田子浦、元吉原両漁業組合の桜えび揚繰網認可申
請に関する陳情書

昭和３８年度 (収)昭39. 1.10
静岡県紙業協会
長

3028 50 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（遠州灘地先に対する委員会指示につい
て）

昭和３８年度 (収)昭38. 7.  
榛原郡しらす船
曳組合支部長

3028 51 陳情書綴（昭和37年～48年） 歎願書 昭和３８年度 (収)昭38. 6. 7
横須賀漁業協同
組合長

3028 52 陳情書綴（昭和37年～48年） 漁業許可の切替えに関する陳情書 昭和３８年度 (収)昭38.12.25
豊浜漁業協同組
合長

3028 53 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（中型機船底曳網漁業の禁止区域指定につ
いて）

昭和３８年度 (収)昭38. 8.  
下田漁業協同組
合長他

3028 54 陳情書綴（昭和37年～48年） たい吾智網漁業許可意見書 昭和３８年度 (収)昭38.10.21
榛原地区運営委
員会長

3028 55 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（道徳線以西における全まき網漁業の収奪
排除について）

昭和３８年度 (収)昭38. 8.22
榛原地区漁業協
同組合運営委員
会長

3028 56 陳情書綴（昭和37年～48年） 要望書 昭和３８年度 (収)昭38.10. 3 共同網代表

3028 57 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（道徳線以西における全まき網漁業の収奪
排除について）

昭和３８年度 (収)昭38. 8.23
吉田町漁業協同
組合長
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3028 58 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（棒受網漁業の夜間操業の許可と瀬の海に
おける網漁業の禁止期間の撤廃について）

昭和３５年度 (収)昭36. 1.16
静岡県棒受船漁
労長会長

3028 59 陳情書綴（昭和37年～48年） 要望書（漁業権設定について） 昭和３８年度 (収)昭38. 6.22
富戸漁業協同組
合

3028 60 陳情書綴（昭和37年～48年）
浜岡町池新田漁業協同組合地先海域を漁族保護海
域として設定方の陳情書

昭和３８年度 (収)昭38. 5.24
池新田漁業協同
組合長他

3028 61 陳情書綴（昭和37年～48年） 夜間棒受網漁業に関する陳情書について供覧 昭和３７年度 (起)昭38. 3. 5 水産課

3028 62 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（伊東湾内における旋網漁業の夜間操業取
締り強化について）

昭和３８年度 (収)昭38. 9.20
伊東漁業協同組
合長

3028 63 陳情書綴（昭和37年～48年） 要望書（漁場の保護区域について） 昭和３８年度 (収)昭38. 4. 1
静岡県定置漁業
協会

3028 64 陳情書綴（昭和37年～48年） 旋網漁業にかかる建議書 昭和３８年度 (収)昭38. 9.22
榛原地区運営委
員会長

3028 65 陳情書綴（昭和37年～48年） 旋網漁業違反に対する取締り方要望書 昭和３８年度 (収)昭38.10. 8
網代漁協自営部
運営委員長

3028 66 陳情書綴（昭和37年～48年） 旋網漁業者の違反操業取締り要請書 昭和３８年度 (収)昭38.10. 8
東豆定置網従業
員組合連合会長

3028 67 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（折戸湾真珠区画漁業権の新漁業法に基づ
く漁場計画樹立について）

昭和３８年度 (収)昭38. 4.16
村松真珠養殖組
合長

3028 68 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（共同漁業権漁場区域の拡張について） 昭和３８年度 (収)昭38. 4.13
下田町吉佐美漁
業協同組合長

3028 69 陳情書綴（昭和37年～48年） 漁場計画に対する要望について 昭和３８年度 (収)昭38. 4.13
伊東漁業協同組
合長

3028 70 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（漁業権の免許付与について） 昭和３７年度 (収)昭38. 1. 8
清水市漁業協同
組合長他

3028 71 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情についてその後の報告 昭和３７年度 (収)昭38. 1. 5
赤沢漁業協同組
合長

3028 72 陳情書綴（昭和37年～48年） 漁場計画素案に対する座談会の資料について 昭和３８年度 (収)昭38. 4.16
大浜漁業協同組
合長

3028 73 陳情書綴（昭和37年～48年） 要望書 昭和３８年度 (収)昭38. 4.16
榛原町漁業協同
組合長

3028 74 陳情書綴（昭和37年～48年） 定置網保護区域についての陳情書 昭和３７年度 (収)昭38. 3.31
静岡県旋網漁業
者協会長

3028 75 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（共同漁業権区域について） 昭和３８年度 (収)昭38. 4. 1
川奈漁業協同組
合長

3028 76 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（漁業権の免許について） 昭和３７年度 (収)昭38. 3.27
興津漁業協同組
合長

3028 77 陳情書綴（昭和37年～48年） 旋網漁業にかかる道徳線確保について 昭和３７年度 (収)昭38. 3.20
榛原地区運営委
員会長

3028 78 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（あじさば棒受漁業の操業時間の制限解除
について）

昭和３７年度 (収)昭38. 2.22
小川漁業協同組
合長
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3028 79 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（あじさば棒受網漁業の夜間操業を認めら
れたい）

昭和３７年度 (収)昭38. 2.22
我入道漁業協同
組合長

3028 80 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（あじさば棒受網漁業の夜間操業を認めら
れたい）

昭和３７年度 (収)昭38. 2.22 西伊豆地区代表

3028 81 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（瀬の海における旋網漁業の夜間操業禁止
について）

昭和３７年度 (収)昭38. 2.22
伊東棒受網鯖釣
船組合長

3028 82 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（真珠養殖漁業権について） 昭和３７年度 (収)昭38. 1.28
清水市塚間真珠
養殖組合長他

3028 83 陳情書綴（昭和37年～48年） 折戸湾共同漁業権の単独免許についてお願い 昭和３７年度 (収)昭38. 1.28
清水市漁業協同
組合長

3028 84 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書 昭和３７年度 (収)昭38. 1.11
北川漁業協同組
合長

3028 85 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（定置網張立位置について） 昭和３７年度 (収)昭37.11.24
赤沢漁業協同組
合長

3028 86 陳情書綴（昭和37年～48年） お願い（いか漁場調整について） 昭和３７年度 (収)昭37.11.10
いか漁場各関係
漁協代表

3028 87 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書 昭和３４年度 (収)昭34.10.27
下田漁業協同組
合長他

3028 88 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（いか釣漁場について） 昭和３５年度 (収)昭35. 5.  
下田漁業協同組
合長他

3028 89 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（真珠養殖業者の折戸湾漁場について） 昭和３７年度 (収)昭37.10.26
清水市村松真珠
養殖組合長他

3028 90 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書 昭和３７年度 (収)昭37.10.23
用宗漁業協同組
合長

3028 91 陳情書綴（昭和37年～48年） たい吾智網漁業新規許可に関する陳情書 昭和３７年度 (収)昭37.10.22
榛原郡一本釣手
釣刺網漁業者一
同

3028 92 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（小型まき網漁業の操業について） 昭和３７年度 (収)昭37. 9.18
大井川町漁業協
同組合長

3028 93 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（鯖はね釣漁業の操業について） 昭和３７年度 (収)昭37.10. 4
宿毛市漁業協同
組合長

3028 94 陳情書綴（昭和37年～48年） 陳情書（いか油使用による漁法の禁止について） 昭和３７年度 (収)昭37.10. 6
下田漁業協同組
合長他

3028 95 陳情書綴（昭和37年～48年）
陳情書（棒受網漁業の夜間操業の許可等につい
て）

昭和３７年度 (収)昭37. 8.15
静岡県棒受船漁
撈長会

3029 1 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書 昭和４２年度 (収)昭42.10. 4
志下浦漁業協同
組合

3029 2 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（中型機船底曳網漁業の禁止区域設定につ
いて）

昭和３８年度 (収)昭38. 8.  
下田漁業協同組
合長他

3029 3 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（遠州灘漁場について）
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3029 4 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書 昭和４３年度 (収)昭44. 2. 8
清水市漁業協同
組合員

3029 5 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（小型旋網漁業漁期延長について） 昭和４３年度 (収)昭43.12.10
由比港漁業協同
組合長

3029 6 陳情書綴（昭和39年３月以降）
しらす機船船びき網漁業の静岡県入会操業にかか
る取扱いについて

昭和４３年度 (収)昭43.12.14 愛知県農林部長

3029 7 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（底刺三枚網業許可について） 昭和４３年度 (収)昭43.12.12
吉田町漁業協同
組合長

3029 8 陳情書綴（昭和39年３月以降） いわし船曳網湾内操業について 昭和４３年度 (収)昭43. 7. 8
榛原郡地区運営
委員会長

3029 9 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（１そう曳白魚船曳網漁業について） 昭和４３年度 (収)昭43.11.25
浜名漁業協同組
合長

3029 10 陳情書綴（昭和39年３月以降）
静岡県定置漁業協会長提出の定置漁業保護区域の
制限（縮小）に係る意見書に対する陳情

昭和４２年度 (収)昭42.12. 1
静岡県まき網漁
業者協会長

3029 11 陳情書綴（昭和39年３月以降） 要望書 昭和４２年度 (収)昭42.11.  
相良町漁業協同
組合長

3029 12 陳情書綴（昭和39年３月以降） サヨリ網漁業並びにイカ網漁業許可希望要望書 昭和４２年度 (収)昭42.11.22
吉田町漁業協同
組合長

3029 13 陳情書綴（昭和39年３月以降） 静岡県漁業調整規則一部改正の要望について 昭和４２年度 (収)昭42.11.10
静岡県内水面漁
場管理委員会長

3029 14 陳情書綴（昭和39年３月以降） 要望書（さより船曳網漁業の許可について） 昭和４２年度 (収)昭42.11.13
用宗漁業協同組
合長

3029 15 陳情書綴（昭和39年３月以降） 要望書 昭和４２年度 (収)昭42.11.11
小川漁業協同組
合長

3029 16 陳情書綴（昭和39年３月以降）
要望書（さよりの２そう船曳網漁業の試験操業に
ついて）

昭和４２年度 (収)昭42.11.11
小川漁業協同組
合長

3029 17 陳情書綴（昭和39年３月以降） 要望書 昭和４２年度 (収)昭42.10.11
静岡県内水面漁
業協同組合連合
会長

3029 18 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（魚礁の保護区域の期間延長について） 昭和４２年度 (収)昭42.10.20
清水市漁業協同
組合長

3029 19 陳情書綴（昭和39年３月以降） 磯釣関係者への協力要請 昭和４２年度 (収)昭42. 7.18
下田漁業協同組
合長

3029 20 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（中型機船曳網漁業の禁止区域指定につい
て）

昭和４１年度 (収)昭41.12. 1
賀茂地区漁協運
営委員会長

3029 21 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（石廊崎沖いか漁場における旋網漁業の操
業について全面禁止をお願いする）

昭和４１年度 (収)昭41. 6.28
賀茂地区漁協運
営委員会長

3029 22 陳情書綴（昭和39年３月以降） 歎願書（小型機船曳網漁業の許可申請） 昭和４０年度 (収)昭41. 1. 4
用宗漁業協同組
合長

3029 23 陳情書綴（昭和39年３月以降） いわし船曳網漁業の許可についての陳情書 昭和４０年度 (収)昭41. 1.26
静岡県●船曳網
漁業組合長
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3029 24 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書 昭和４２年度 (収)昭42. 8.21 小柴網組代表

3029 25 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（２そうびき漁法における一操業体の総ト
ン数について）

昭和４２年度 (収)昭42. 9. 4
浜名漁業協同組
合長

3029 26 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（金洲漁場におけるあじさばを対象とした
棒受網漁業の夜間操業について）

昭和４２年度 (収)昭42. 7.19
伊東棒受網鯖釣
組合長他

3029 27 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（あじさば棒受網漁業の夜間操業禁止につ
いて）

昭和４２年度 (収)昭42. 8.15 沿岸漁業者

3029 28 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（ハマチ種苗採捕のための漁業許可申請） 昭和４２年度 (収)昭42. 8. 4
浜名漁業協同組
合長

3029 29 陳情書綴（昭和39年３月以降） カンパチ種苗採捕漁業許可についてお願い 昭和４２年度 (収)昭42. 7.29
静岡県旋網漁業
者協会長

3029 30 陳情書綴（昭和39年３月以降）
榛原・志太・静岡地区いわし船曳網漁業許可に対
する意見報告について

昭和４２年度 (収)昭42. 7.12
静岡県旋網漁業
者協会長

3029 31 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書 昭和４２年度 (収)昭42. 6.  海盛丸他

3029 32 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（さより船曳網漁法について） 昭和４２年度 (収)昭42. 6. 9
磐田郡竜洋町長
他

3029 33 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（御前崎地先漁場におけるたい延縄漁業規
制について）

昭和４２年度 (収)昭42. 5.  
御前崎漁業協同
組合長他

3029 34 陳情書綴（昭和39年３月以降）
要望書（沼えび（小型機船底曳網漁業）の許可枠
の拡大について）

昭和４２年度 (収)昭42. 4.10
中部地区沼えび
小型機船底曳網
漁業組合長

3029 35 陳情書綴（昭和39年３月以降） 固定式三枚刺網漁業に対する陳情書 昭和４２年度 (収)昭42. 5.11
網代港漁業協同
組合長他

3029 36 陳情書綴（昭和39年３月以降） いわし船曳網漁業許可内容変更について陳情書 昭和４２年度 (収)昭42. 5.26
船曳組合榛原支
部長

3029 37 陳情書綴（昭和39年３月以降） 清水市漁協所属たい延縄漁業者要望書 昭和４２年度 (収)昭42. 5. 9
清水市漁業協同
組合長

3029 38 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（たい延縄漁業の安全操業について） 昭和４２年度 (収)昭42. 5. 9
清水市漁業協同
組合長

3029 39 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（御前崎地先漁場におけるたい延縄漁業規
制について）

昭和４２年度 (収)昭42. 5. 4
御前崎漁業協同
組合長他

3029 40 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（旋網漁業における混穫について） 昭和４１年度 (収)昭41. 9. 2
志下浦漁業協同
組合長他

3029 41 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書 昭和４１年度 (収)昭41. 8.15
静浦第１漁業協
同組合長

3029 42 陳情書綴（昭和39年３月以降） さくらえび混穫対策についての陳情書 昭和４１年度 (収)昭41. 9. 8
静岡県旋網漁業
者協会長

3029 43 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（さより船曳網漁業の操業許可について） 昭和４１年度 (収)昭41. 8.  
焼津漁業協同組
合長
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3029 44 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（操業期間の変更について） 昭和４１年度 (収)昭41.12. 5
大井川町漁業協
同組合長

3029 45 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（いか船曳網漁業の操業許可について） 昭和４１年度 (収)昭41. 8.  
焼津漁業協同組
合長

3029 46 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（新島への米軍射爆場設置反対） 昭和４１年度 (収)昭41. 8.24 伊東市長

3029 47 陳情書綴（昭和39年３月以降） いわし船曳網漁業許可内容変更方の件

3029 48 陳情書綴（昭和39年３月以降）
宇佐美共同網のあじ、さば許可申請に関する反対
陳情書

昭和４０年度 (収)昭40. 7. 1
網代港漁業協同
組合長

3029 49 陳情書綴（昭和39年３月以降） 金州漁場附近における漁業秩序確保について 昭和４０年度 (収)昭40. 6.11
御前崎漁業協同
組合長他

3029 50 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（シラス船曳網の許可枠拡大について） 昭和４０年度 (収)昭40. 4.29
松崎町漁業協同
組合長他

3029 51 陳情書綴（昭和39年３月以降） 請願書（シイラ小型旋網漁業について） 昭和３９年度 (収)昭39.12.10
由比町漁業協同
組合長

3029 52 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（かき養殖区画漁業権の設定について） 昭和３９年度 (収)昭39.10.30
東浜名漁業協同
組合長

3029 53 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書 昭和３９年度 (収)昭39.11.17
富戸漁業協同組
合長

3029 54 陳情書綴（昭和39年３月以降）
陳情書（いわしあじさば旋網漁業の操業規制につ
いて）

昭和３９年度 (収)昭39. 9.14
静岡県定置協会
東部第１支部長
他

3029 55 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（さば漁獲の厳重なる制限について） 昭和３９年度 (収)昭39. 5.25
静岡県棒受船漁
撈会長

3029 56 陳情書綴（昭和39年３月以降） 旋網漁業者の違反操業に対する取締り要請書 昭和３８年度 (収)昭38.10. 8
網代定置網従業
員組合長

3029 57 陳情書綴（昭和39年３月以降） 旋網操業違反に対する取締り方要望書 昭和３８年度 (収)昭38.10. 8
網代漁協自営部
運営委員長

3029 58 陳情書綴（昭和39年３月以降） 旋網漁業者の違反操業取締り要請書 昭和３８年度 (収)昭38.10. 8
東豆定置網従業
員組合連合会長

3029 59 陳情書綴（昭和39年３月以降） 陳情書（旋網漁業の操業について） 昭和３９年度 (収)昭39. 4.16
静岡県定置漁業
協会長

3029 60 陳情書綴（昭和39年３月以降） 操業区域（伊豆東部）の拡大についての要望書 昭和３８年度 (収)昭39. 3. 9
静岡県旋網漁業
者協会長

3030 1
昭和37年漁業損害補償申請書（米
軍）

イナンバ島漁業補償資料 昭和３７年度

3030 2
昭和37年漁業損害補償申請書（米
軍）

漁業補償申請予定者について 昭和３６年度
(起)昭37. 1.20
(決)昭37. 1.20

水産課

3030 3
昭和37年漁業損害補償申請書（米
軍）

イナンバ島対地訓練水域およびチャーリー水域の
漁船の操業制限に伴う損失資料について

昭和３６年度 (起)昭36.11.  水産課
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3030 4
昭和37年漁業損害補償申請書（米
軍）

イナンバ島対地訓練水域およびチャーリー水域の
漁船の操業制限に伴う損失資料について

昭和３６年度
(起)昭36. 6.21
(決)昭36. 6.22

水産課

3031 1
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

デルタ水域漁業補償額の決定について（通知） 昭和４１年度 (収)昭42. 3.17
横浜防衛施設局
長

3031 2
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

昭和41年度漁業補償額の決定について（通知） 昭和４１年度 (収)昭42. 3.23
横浜防衛施設局
長

3031 3
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁船の操業制限等に基づく損失補償申請書の提出
について

昭和４１年度
(起)昭42. 3.13
(決)昭42. 3.14
(施)昭42. 3.14

水産課

3031 4
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁業証明願いについて（伺い） 昭和４１年度 (起)昭42. 3.13 水産課

3031 5
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

大瀬崎地先実験施設区域の制限にかかる損失補償
申請書の提出について

昭和４１年度
(起)昭42. 3.10
(決)昭42. 3.10
(施)昭42. 3.10

水産課

3031 6
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁船登録証明願いについて（伺い） 昭和４１年度 (起)昭42. 3.10 水産課

3031 7
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁業許可証明願いについて（伺い） 昭和４１年度
(起)昭42. 2.28
(決)昭42. 3. 1
(施)昭42. 3. 1

水産課

3031 8
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

新島南方海面誘導飛しょう体試射に伴う漁業操業
制限に係る損失補償申請書の提出について

昭和４１年度
(起)昭42. 2.24
(決)昭42. 2.27
(施)昭42. 2.28

水産課

3031 9
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁業許可証明願いについて（伺い） 昭和４１年度 (起)昭42. 2.24 水産課

3031 10
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

イナンバ島対地訓練水域・チャーリー水域補償申
請書の提出について

昭和４１年度
(起)昭42. 2.16
(決)昭42. 2.18
(施)昭42. 2.20

水産課

3031 11
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁業許可証明願について（伺い） 昭和４１年度 (起)昭42. 2.16 水産課

3031 12
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

イナンバ島対地訓練・チャーリー水域補償申請書
の送付について

昭和４１年度
(起)昭42. 2. 6
(決)昭42. 2. 9
(施)昭42. 2. 9

水産課

3031 13
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

証明伺い 水産課

3031 14
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁船の操業制限等に基づく損失補償申請書の提出
について（通知）

昭和４１年度
(起)昭42. 2. 6
(決)昭42. 2. 7
(施)昭42. 2. 7

水産課

3031 15
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁船の操業制限等に基づく損失補償申請書の提出
について

昭和４１年度
(起)昭42. 2. 8
(決)昭42. 2. 8
(施)昭42. 2. 8

水産課

3031 16
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

証明伺 水産課

3031 17
昭和42年漁業損失補償申請書（米
軍）

漁船の操業制限等に基づく損失補償申請書の提出
について

昭和４１年度
(起)昭41.12.15
(施)昭41.12.19

水産課

3032 1
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

漁船操業制限等損失補償額の決定について 昭和４３年度 (収)昭44. 2.28
横浜防衛施設局
長

3032 2
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

大瀬崎Ｌ装置試験区域漁業補償額の決定について 昭和４３年度 (収)昭44. 3.24
横浜防衛施設局
長

3032 3
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

大瀬崎地先実験施設区域の制限にかかる損失補償
申請書の提出について

昭和４３年度 (起)昭44. 1.24 水産課
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3032 4
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

漁船登録証明について（うかがい） 水産課

3032 5
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

東京都新島南方海面誘導飛しょう体試射区域にか
かる損失補償申請書の提出について

昭和４３年度 (起)昭44. 1.24 水産課

3032 6
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

漁船の操業制限に基づく損失補償申請書の提出に
ついて

昭和４３年度 (起)昭44. 1.20 水産課

3032 7
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

チャーリー水域およびイナンバ島対地訓練水域漁
業補償申請書の送付について

昭和４３年度 (起)昭44. 1.23 水産課

3032 8
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

イナンバ島対地訓練水域・チャーリー水域漁業補
償申請書の送付について

昭和４３年度 (起)昭44. 1.23 水産課

3032 9
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

漁船証明および許可照合について（うかがい） 昭和４３年度 (起)昭44. 1.20 水産課

3032 10
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

昭和43年度分沼津水域の漁業補償額の決定につい
て

昭和４３年度 (収)昭43.12.13
横浜防衛施設局
長

3032 11
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.１

漁船の操業制限に関する法律に基づく損失補償申
請書の提出について（進達）

昭和４３年度 (起)昭43.11.25 水産課

3033 1
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

漁船操業制限等損失補償額の決定について 昭和４２年度 (収)昭43. 3.26
横浜防衛施設局
長

3033 2
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

漁船の操業制限に基づく損失補償申請書の提出に
ついて

昭和４２年度 (起)昭43. 2. 5 水産課

3033 3
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

証明うかがい 昭和４２年度 (起)昭43. 2. 5 水産課

3033 4
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

イナンバ島対地訓練水域・チャーリー水域補償申
請書の提出について

昭和４２年度 (起)昭43. 1.31 水産課

3033 5
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

漁業許可証明願について（うかがい） 水産課

3033 6
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

チャーリー区域及びイナンバ島対地訓練区域漁業
補償神聖視の送付について

昭和４２年度 (起)昭43. 1.23 水産課

3033 7
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

証明伺い 昭和４２年度 (起)昭43. 1.23 水産課

3033 8
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

東京都新島南方海面誘導飛しょう体試射区域にか
かる損失補償申請書の提出について

昭和４２年度
(起)昭42.12.12
(決)昭42.12.13

水産課

3033 9
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

証明伺い 昭和４２年度 (起)昭43. 1.19 水産課

3033 10
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

大瀬崎地先実験施設区域の制限にかかる損失補償
申請書の提出について

昭和４２年度 (起)昭43. 1.12 水産課

3033 11
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

漁船登録証明について（うかがい） 水産課

3033 12
昭和43年漁業損失補償申請書（米
軍）　No.２

漁船の操業制限に関する法律に基づく損失補償申
請書の提出について（進達）

昭和４２年度 (起)昭42.11.16 水産課

3034 1
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

漁船操業制限等損失補償金額の決定について 昭和４４年度 (収)昭45. 3. 9
横浜防衛施設局
長
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3034 2
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

東京都新島南方海面誘導飛しょう体試射地域にか
かる損失補償申請書の提出について

昭和４４年度
(起)昭45. 1.26
(決)昭45. 1.29

水産課

3034 3
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

東京都新島南方海面誘導飛しょう体試射地域にか
かる損失補償申請書の提出について

昭和４４年度
(起)昭44.11. 4
(決)昭44.11. 6
(施)昭44.11. 7

水産課

3034 4
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

漁船の操業制限に基づく損失補償申請書の提出に
ついて

昭和４４年度 (起)昭45. 1.27 水産課

3034 5
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

漁船の操業制限に基づく損失補償申請書の提出に
ついて

昭和４４年度
(起)昭44.12. 2
(決)昭44.12. 8

水産課

3034 6
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

イナンバ島対地訓練水域、チャーリー水域補償神
聖視の提出について

昭和４４年度
(起)昭45. 1.16
(決)昭45. 1.26

水産課

3034 7
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

大瀬崎地先実験施設区域の制限にかかる損失補償
申請書の提出について

昭和４４年度
(起)昭45. 1.24
(決)昭45. 1.24

水産課

3034 8
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

昭和44年度分沼津水域の漁業補償額の決定につい
て

昭和４４年度 (収)昭44.12.10
横浜防衛施設局
長

3034 9
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

漁船の操業制限に関する法律に基づく損失補償申
請書の提出について（進達）

昭和４４年度
(起)昭44.11.19
(決)昭44.11.19
(施)昭44.11.19

水産課

3034 10
昭和44年度漁業損失補償申請書
（米軍）

漁船の操業制限等に基づく損失補償申請書の提出
について

昭和４４年度
(起)昭44.10.21
(決)昭44.10.22
(施)昭44.10.23

水産課

3035 1 定置漁業漁場図（定１号～32号） 定置漁業漁場図　定１号～定32号

3036 1 区画漁業漁場図（区１号～70号） 区画漁業漁場図　区１号～区70号

3037 1
共同漁業権登録原簿（昭和38年度
満了分）

共同漁業権登録原簿（昭和38年度満了分）

3038 1
内水面共同漁業権原簿（昭和38年
12月31日満了分）

内水面共同漁業権原簿（昭和38年12月31日満了
分）

3039 1
免許漁業原簿定置漁業１次免許
（昭和26年９月～31年６月）

免許漁業原簿定置漁業１次免許（昭和26年９月～
昭和31年６月）

3040 1
定置漁業原簿（昭和38年度満了
分）

定置漁業原簿（昭和38年度満了分）

3041 1 昭和43年満了区画漁業原簿 昭和43年満了区画漁業原簿

3042 1 昭和43年満了定置漁業原簿 昭和43年満了定置漁業原簿

3043 1 陳情書綴（旧県道の払下げ等） 陳情書（県道廃道敷の処理について） 昭和４６年度 (収)昭46. 7.26 天城湯ヶ島町長

3043 2 陳情書綴（旧県道の払下げ等） 登記嘱託書 昭和４３年度 (施)昭43.10.17

3043 3 陳情書綴（旧県道の払下げ等） 国有財産（廃川敷）の譲与について 昭和４３年度 (収)昭43. 6.28
建設省所管国有
財産部局長

3043 4 陳情書綴（旧県道の払下げ等） 所管換財産受渡証書 昭和４４年度 (収)昭45. 3.31
建設省所管国有
財産部局長
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3043 5 陳情書綴（旧県道の払下げ等） 建設省所管公共用財産の用途廃止について 昭和４６年度 (施)昭46. 4.22 土木部長

3043 6 陳情書綴（旧県道の払下げ等）
航空自衛隊静浜基地保安用地買収に伴う同区域内
に所在する建設省所管財産の処分保留について

昭和４４年度
(起)昭44. 4.17
(施)昭44. 4.21

管理課

3043 7 陳情書綴（旧県道の払下げ等） 提供国有財産の財産使用調書について（報告） 昭和４３年度 (起)昭44. 1.28 管理課

3044 1
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

復命書（下田保養館増改築工事竣工検査立会） 昭和４２年度 (起)昭42. 5.22 人事課

3044 2
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館増築客室４室の名称について

3044 3
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館増改築に伴うカーテン、フトン類及び
家具類の購入について（伺い）

昭和４２年度 (起)昭42. 4.22 人事課

3044 4
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館増改築に伴うカーテン、フトン類及び
家具類の購入について（伺い）

昭和４２年度 (起)昭42. 4.23 人事課

3044 5
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

復命書 昭和４２年度 (起)昭42. 5. 1 人事課

3044 6
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館増改築工事の工程表について 昭和４１年度 (起)昭42. 1.19 人事課

3044 7
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館増改築工事に伴う確認申請書及び確認
通知書の提出について（伺い）

昭和４１年度 (起)昭41.12.23 人事課

3044 8
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

設計請負契約について　伺 昭和４１年度 (起)昭41.11.14 人事課

3044 9
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館増改築工事の設計請負について（伺） 昭和４１年度 (起)昭41.11. 8 人事課

3044 10
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

設計請負契約の締結について 昭和４１年度 (起)昭41.11.15 人事課

3044 11
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館増改築工事の入札結果について 昭和４１年度 (起)昭41.12.26 人事課

3044 12
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館の増改築工事実施について 昭和４１年度 (起)昭41.12.28 人事課

3044 13
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館の増改築工事実施について 昭和４１年度
(起)昭41.12.19
(決)昭41.12.19
(施)昭41.12.20

人事課

3044 14
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館建設工事請負契約の締結について（伺
い）

人事課

3044 15
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館建設工事請負契約の締結について 人事課

3044 16
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

火災報知機及び漏電警報機建設工事請書の締結に
ついて

昭和４１年度 (起)昭42. 3.11 人事課

3044 17
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

火災報知機及び漏電警報機の施行について 昭和４１年度 (起)昭42. 3.10 人事課

3044 18
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館の火災報知機及び漏電警報機の設置に
ついて（伺い）

昭和４１年度 (起)昭42. 3. 9 人事課
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3044 19
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

昭和41年度特別福祉経理資金による施設設置計画
書の提出について

昭和４１年度 (起)昭42. 2. 7 人事課

3044 20
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館の増改築工事について（伺） 昭和４１年度 (起)昭41.11. 1 人事課

3044 21
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

下田保養館増改築工事設計見積書の提出について 昭和４１年度 (起)昭41.11.12 人事課

3044 22
昭和41年度下田保養館増改築工事
関係綴

昭和41年度営繕工事施工について 昭和４１年度 (起)昭41.12. 8 営繕課

3045 1
昭和42年度下田保養館増改築工事
綴

下田保養館の増改築工事について（伺い） 昭和４２年度 (起)昭43. 1.  人事課

3045 2
昭和42年度下田保養館増改築工事
綴

昭和42年度特別福祉経理資金による施設設置計画
書の提出について

昭和４２年度
(起)昭43. 1.27
(決)昭43. 2. 1
(施)昭43. 2. 3

人事課

3045 3
昭和42年度下田保養館増改築工事
綴

昭和43年度営繕工事施工について 昭和４３年度 (起)昭43. 4.18 営繕課

3046 1
昭和42年度浜名湖保養所増設電気
工事

竣功検査復命書 昭和４２年度 (起)昭42. 7. 8 営繕課

3046 2
昭和42年度浜名湖保養所増設電気
工事

昭和42年度営繕工事設計変更について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.19 営繕課

3046 3
昭和42年度浜名湖保養所増設電気
工事

昭和42年度営繕工事施工について 営繕課

3047 1
昭和42年度浜名湖保養所増改築工
事

竣功検査復命書 昭和４２年度 (起)昭42. 7.17 営繕課

3047 2
昭和42年度浜名湖保養所増改築工
事

昭和42年度営繕工事設計変更について 昭和４２年度 (起)昭42. 7. 7 営繕課

3047 3
昭和42年度浜名湖保養所増改築工
事

昭和42年度営繕工事施工について 昭和４２年度
(起)昭42. 5.26
(決)昭42. 5.30

営繕課

3048 1
昭和42年度浜名湖保養所空調改増
工事

竣功検査復命書 昭和４２年度 (起)昭42. 7.17 営繕課

3048 2
昭和42年度浜名湖保養所空調改増
工事

昭和42年度営繕工事施工について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.19 営繕課

3049 1 昭和42年度浜名湖保養所冷房工事 竣功検査復命書 昭和４２年度 (起)昭42. 7. 4 営繕課

3049 2 昭和42年度浜名湖保養所冷房工事 昭和42年度営繕工事施工について 昭和４２年度 (起)昭42. 5.  営繕課

3050 1 新熱海ホテル土地購入関係 土地売買契約の締結について 昭和４３年度 (起)昭44. 1.29 人事課

3050 2 新熱海ホテル土地購入関係 土地売買契約書に基づく代金の支払いについて 昭和４３年度 (起)昭44. 1.29 人事課

3050 3 新熱海ホテル土地購入関係 土地売買契約書に基づく内金の支払いについて 昭和４３年度 (起)昭44. 1.23 事務局

3050 4 新熱海ホテル土地購入関係 土地売買契約書に基づく代金の支払いについて 昭和４３年度
(起)昭43. 9.16
(決)昭43. 9.18

事務局
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3050 5 新熱海ホテル土地購入関係 土地売買契約書に基づく内金の支払いについて 昭和４３年度
(起)昭43. 9. 3
(決)昭43. 9. 7

事務局

3050 6 新熱海ホテル土地購入関係
新熱海ホテル従業員宿舎建設用地の売買契約の締
結について

昭和４３年度
(起)昭44. 1.17
(決)昭44. 1.18

事務局

3050 7 新熱海ホテル土地購入関係 新熱海ホテルの施設整備について 昭和４３年度
(起)昭43.10.23
(決)昭43.10.23
(施)昭43.10.23

事務局

3050 8 新熱海ホテル土地購入関係 土地売買契約の締結について 昭和４３年度 (起)昭43. 9. 9 事務局

3050 9 新熱海ホテル土地購入関係
新熱海ホテル従業員宿舎建設用地の売買契約（本
契約）の締結について

昭和４３年度
(起)昭43. 8.31
(決)昭43. 9. 2

事務局

3050 10 新熱海ホテル土地購入関係 土地売買仮契約の締結について 昭和４３年度 (起)昭43. 8. 9 事務局

3050 11 新熱海ホテル土地購入関係
新熱海ホテル従業員宿舎建設用地取得にかかる農
地転用許可申請ならびに所有権移転登記申請のた
めの委任状の交付申請について

昭和４３年度
(起)昭43. 8. 8
(決)昭43. 8. 8
(施)昭43. 8. 9

事務局

3050 12 新熱海ホテル土地購入関係
新熱海ホテル従業員宿舎建設予定地の用地買収仮
契約の締結について

昭和４３年度
(起)昭43. 8. 6
(決)昭43. 8. 6

事務局

3050 13 新熱海ホテル土地購入関係
新熱海ホテルの従業員宿舎建設予定地の買収につ
いて

昭和４２年度 (起)昭42.12.28 事務局

3050 14 新熱海ホテル土地購入関係
新熱海ホテルの従業員宿舎建設予定地の買収につ
いて

昭和４２年度
(起)昭42.12. 9
(決)昭42.12.19

事務局

3050 15 新熱海ホテル土地購入関係 土地の評価依頼について 昭和４２年度 (起)昭42.12.16 人事課

3050 16 新熱海ホテル土地購入関係
新熱海ホテル土地取得にかかる土地所有者の資産
生計状況調査報告について

昭和４２年度 (起)昭42.12.27 事務局

3050 17 新熱海ホテル土地購入関係 新熱海ホテルの施設整備について 昭和４２年度 (起)昭42.12.12 事務局

3051 1
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎建築工事

竣功検査復命書 昭和４４年度 (起)昭45. 1.10 営繕課

3051 2
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎建築工事

昭和44年度営繕工事設計変更について 昭和４４年度 (起)昭44. 9.30 営繕課

3051 3
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎建築工事

昭和44年度営繕工事施工について 昭和４４年度 (起)昭44. 5.14 営繕課

3052 1
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎衛生工事

竣功検査復命書 昭和４４年度 (起)昭45. 1. 7 営繕課

3052 2
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎衛生工事

昭和44年度営繕工事設計変更について 昭和４４年度
(起)昭44.11.  
(決)昭44.11.22

営繕課

3052 3
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎衛生工事

昭和44年度営繕工事施工について 昭和４４年度 (起)昭44. 5.22 営繕課

3053 1
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎電気工事

竣功検査復命書 昭和４４年度 (起)昭45. 1. 7 営繕課
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3053 2
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎電気工事

昭和44年度営繕工事設計変更について 昭和４４年度 (起)昭44.11.26 営繕課

3053 3
昭和44年度新熱海ホテル従業員宿
舎電気工事

昭和44年度営繕工事施工について 昭和４４年度 (起)昭44. 5.26 営繕課

3054 1 下田保養所下田保養館増改築工事 竣功検査復命書 昭和４４年度 (起)昭45. 2.10 営繕課

3054 2 下田保養所下田保養館増改築工事 昭和44年度営繕工事施工について 昭和４４年度 (起)昭44.12.10 営繕課

3055 1 下田保養館職員住宅建築工事 竣功検査復命書 昭和４５年度 (起)昭45.12. 4 営繕課

3055 2 下田保養館職員住宅建築工事 昭和45年度営繕工事設計変更について 昭和４５年度 (起)昭45.11. 1 営繕課

3055 3 下田保養館職員住宅建築工事 昭和45年度営繕工事施工について 昭和４５年度
(起)昭45. 7.17
(決)昭45. 7.18

営繕課

3056 1
下田保養館職員住宅建築工事関係
書類

完成届 昭和４５年度 (収)昭45.11.27
吉村製材株式会
社

3057 1 下田保養館職員住宅造成工事 昭和45年度営繕工事施工について 昭和４５年度 (起)昭45. 7. 3 営繕課

3058 1
新熱海ホテル独身寮用地取得関係
綴

昭和45年度不動産投資資金（長期借入金）の資金
請求について

昭和４５年度 (起)昭45.12. 1 事務局

3058 2
新熱海ホテル独身寮用地取得関係
綴

不動産売買契約書の供覧 昭和４５年度
(起)昭45.11.30
(決)昭45.12. 1

職員厚生課

3058 3
新熱海ホテル独身寮用地取得関係
綴

昭和45年度不動産投資資金（長期借入金）の資金
請求について

昭和４５年度
(起)昭45.11.25
(決)昭45.11.25

事務局

3058 4
新熱海ホテル独身寮用地取得関係
綴

施設設置計画書の提出について（うかがい） 昭和４５年度
(起)昭45.11.17
(決)昭45.11.17

事務局

3058 5
新熱海ホテル独身寮用地取得関係
綴

不動産の取得について（うかがい） 昭和４５年度
(起)昭45.11.17
(決)昭45.11.17

事務局

3058 6
新熱海ホテル独身寮用地取得関係
綴

昭和45年度不動産投資資金（長期借入金）追加配
分申請について

昭和４５年度 (起)昭45.10. 2 事務局

3059 1
昭和44年度地方職員共済組合伝馬
町新田職員住宅衛生工事竣功図　
No.１

昭和44年度地方職員共済組合伝馬町新田職員住宅
衛生工事竣功図　No.１

昭和４５年度 山田工務店

3060 1
昭和44年度地方職員共済組合伝馬
町新田職員住宅衛生工事竣功図　
No.２

昭和44年度地方職員共済組合伝馬町新田職員住宅
衛生工事竣功図　No.２

昭和４５年度 山田工務店

3061 1
昭和44年度地方職員共済組合伝馬
町新田職員住宅衛生工事竣功図　
No.３

昭和44年度地方職員共済組合伝馬町新田職員住宅
衛生工事竣功図　No.３

昭和４５年度 山田工務店

3062 1 浜名荘従業員宿舎改装工事
昭和46年度福祉経理資金による施設設置計画書の
提出について

昭和４６年度 (施)昭46. 5.26 事務局

3062 2 浜名荘従業員宿舎改装工事
浜名荘ロビー及び事務所の増築ならびにのり系状
体培養室解体工事施行うかがい

昭和４５年度 (起)昭45.12.29 事務局
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3062 3 浜名荘従業員宿舎改装工事
浜名荘ロビー等増築ならびのり系状体培養室解体
工事について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭46. 1. 4 事務局

3062 4 浜名荘従業員宿舎改装工事
浜名荘ロビー増築ならびにのり系状体培養室解体
工事追加工事の発注について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭46. 2.25 事務局

3062 5 浜名荘従業員宿舎改装工事
浜名荘ロビー増築ならびにのり系状体培養室解体
工事請負契約の締結について

昭和４５年度 (起)昭46. 1.30 事務局

3062 6 浜名荘従業員宿舎改装工事
浜名荘従業員宿舎の改装工事について（うかが
い）

昭和４５年度 (起)昭45.10.20 事務局

3062 7 浜名荘従業員宿舎改装工事
浜名荘従業員宿舎の改装工事について（うかが
い）

昭和４５年度 (起)昭45.10.15 事務局

3062 8 浜名荘従業員宿舎改装工事
浜名荘従業員宿舎の改装工事について（うかが
い）

昭和４６年度 (起)昭46. 9.  事務局

3063 1 新熱海ホテル施設増築工事 新熱海ホテルの事務室改造工事について 昭和４１年度 (起)昭42. 3. 1 事務局

3063 2 新熱海ホテル施設増築工事 新熱海ホテルの事務室改造について 昭和４１年度
(起)昭42. 3. 7
(決)昭42. 3. 7
(施)昭42. 3. 7

事務局

3063 3 新熱海ホテル施設増築工事 新熱海ホテルの事務室改造工事について 昭和４１年度
(起)昭42. 2.21
(決)昭42. 2.24

事務局

3063 4 新熱海ホテル施設増築工事 宿泊施設増築資金の借入について 昭和４１年度 (起)昭41.12.14 事務局

3063 5 新熱海ホテル施設増築工事 熱海保養所職員住宅の引継について 昭和４１年度
(起)昭41.12. 7
(決)昭41.12. 7
(施)昭41.12. 7

事務局

3063 6 新熱海ホテル施設増築工事 宿泊施設増築資金の借入について 昭和４１年度
(起)昭41.11.11
(決)昭41.11.11
(施)昭41.11.11

事務局

3063 7 新熱海ホテル施設増築工事 宿泊施設増築資金の借入について 昭和４１年度
(起)昭41.10.22
(決)昭41.10.22
(施)昭41.10.22

事務局

3063 8 新熱海ホテル施設増築工事 宿泊施設増築資金の借入について 昭和４１年度
(起)昭41.10.17
(決)昭41.10.18
(施)昭41.10.18

事務局

3063 9 新熱海ホテル施設増築工事 新熱海ホテル造園工事の変更請負契約について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.28
(決)昭41. 9.30
(施)昭41.10. 1

事務局

3063 10 新熱海ホテル施設増築工事 新熱海ホテル造園工事の設計変更について 昭和４１年度 事務局

3063 11 新熱海ホテル施設増築工事 宿泊施設増築資金の借入について（第３回） 昭和４１年度
(起)昭41. 9.24
(決)昭41. 9.24

事務局

3063 12 新熱海ホテル施設増築工事 宿泊施設増築資金の借入について（第２回） 昭和４１年度
(起)昭41. 8. 9
(決)昭41. 8. 9

事務局

3063 13 新熱海ホテル施設増築工事 宿泊施設増築資金の借入について 昭和４１年度
(起)昭41. 8. 5
(決)昭41. 8. 5
(施)昭41. 8. 5

事務局

3063 14 新熱海ホテル施設増築工事 宿泊施設の増築について（着工報告） 昭和４１年度
(起)昭41. 8. 2
(決)昭41. 8. 3

事務局

3063 15 新熱海ホテル施設増築工事 新熱海ホテル造園工事の入札結果について 昭和４１年度
(起)昭41. 7. 4
(決)昭41. 7. 5

事務局
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3063 16 新熱海ホテル施設増築工事
昭和41年度不動産投資資金による施設設置計画に
ついて

昭和４１年度
(起)昭41. 6.30
(決)昭41. 6.30

事務局

3063 17 新熱海ホテル施設増築工事 熱海保養所の職員住宅新築工事について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.28
(決)昭41. 6.28

事務局

3063 18 新熱海ホテル施設増築工事 熱海保養所職員住宅の新築について 昭和４０年度
(起)昭41. 3. 7
(決)昭41. 3.10

事務局

3063 19 新熱海ホテル施設増築工事
新熱海ホテルの舗装工事並びに造園（プール）工
事について

昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

事務局

3064 1 熱海保養所職員住宅建築工事 竣功検査復命書 昭和４１年度 (起)昭41.12. 1 営繕課

3064 2 熱海保養所職員住宅建築工事 昭和41年度営繕工事施行について 昭和４１年度 営繕課

3064 3 熱海保養所職員住宅建築工事 熱海保養所職員住宅建築工事設計 昭和４１年度 営繕課

3065 1 昭和44年度会計検査 会計検査院の実地検査について 昭和４４年度 (収)昭45. 3. 4 出納長

3066 1 広域市町村圏圏域設定関係
東遠地区広域市町村圏計画案（実施計画）の協議
について

昭和４５年度
(起)昭46. 2. 5
(決)昭46. 2.12
(施)昭46. 2.15

企画課

3066 2 広域市町村圏圏域設定関係
島田・榛原地区広域市町村圏計画案の協議につい
て

昭和４５年度
(起)昭46. 2. 5
(決)昭46. 2.12
(施)昭46. 2.15

企画課

3066 3 広域市町村圏圏域設定関係
東遠地区広域市町村圏計画案（改訂）の協議につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45.10.19
(決)昭45.10.29
(施)昭45.11. 9

企画課

3066 4 広域市町村圏圏域設定関係
昭和45年度設定にかかる広域市町村圏計画策定に
ついて

昭和４５年度 (起)昭45. 8. 4 企画課

3066 5 広域市町村圏圏域設定関係 島田・榛原地区広域市町村圏組合の設立について 昭和４５年度 (起)昭45. 7.31 企画課

3066 6 広域市町村圏圏域設定関係
島田・榛原地区広域市町村圏の設立について（通
知）

昭和４５年度
(起)昭45. 7.15
(決)昭45. 7.16
(施)昭45. 7.16

企画課

3066 7 広域市町村圏圏域設定関係
昭和45年度広域市町村圏の設定に関する協議につ
いて（伺い）

昭和４５年度
(起)昭45. 5. 9
(決)昭45. 5.13
(施)昭45. 5.18

企画課

3066 8 広域市町村圏圏域設定関係
昭和45年度における広域市町村圏の設定について
（通知）

昭和４５年度
(起)昭45. 4.15
(決)昭45. 4.16
(施)昭45. 4.17

企画課

3066 9 広域市町村圏圏域設定関係
広域市町村圏にかかる広域行政機構の整備につい
て

昭和４５年度
(起)昭45. 4.17
(決)昭45. 4.18
(施)昭45. 4.19

企画課

3066 10 広域市町村圏圏域設定関係 広域市町村圏の振興整備に関する協力について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.27
(決)昭45. 3.30

企画課

3066 11 広域市町村圏圏域設定関係 東遠地区広域市町村圏計画案の協議について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.17
(決)昭45. 3.20
(施)昭45. 3.20

企画課

3066 12 広域市町村圏圏域設定関係
東遠地区広域市町村圏基本実施計画書の協議につ
いて

企画課

3066 13 広域市町村圏圏域設定関係 広域市町村圏基礎調査について 昭和４４年度 (起)昭44.11.20 企画課
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3066 14 広域市町村圏圏域設定関係 東遠地区広域市町村圏協議会の設立について 昭和４４年度 (起)昭44.10.29 企画課

3066 15 広域市町村圏圏域設定関係 東遠地区広域市町村圏の設立について（通知） 昭和４４年度 (起)昭44. 9.17 企画課

3066 16 広域市町村圏圏域設定関係 広域市町村圏の設定に関する協議について 昭和４４年度
(起)昭44. 8. 6
(決)昭44. 8. 7
(施)昭44. 8. 8

企画課

3066 17 広域市町村圏圏域設定関係
昭和44年度における広域市町村圏の振興整備に関
する措置について

昭和４４年度
(起)昭44. 5.31
(決)昭44. 6. 2

企画課

3067 1 ヘドロ訴訟静岡地裁判決原本 ヘドロ訴訟静岡地裁判決原本 昭和４９年度 (収)昭49. 5.30
静岡地方裁判所
民事第１部 ○

3068 1 昭和45年度災害関係綴 昭和45年５月20日低気圧風水害 昭和４５年度

3068 2 昭和45年度災害関係綴 昭和45年６月14日から16日の梅雨前線による大雨 昭和４５年度

3068 3 昭和45年度災害関係綴 昭和45年６月19日の大雨 昭和４５年度

3068 4 昭和45年度災害関係綴 台風２号 昭和４５年度

3068 5 昭和45年度災害関係綴 見舞電報について 昭和４５年度 (起)昭45. 7. 3 消防防災課

3068 6 昭和45年度災害関係綴 昭和45年７月29日から30日の集中豪雨 昭和４５年度

3068 7 昭和45年度災害関係綴 台風９号 昭和４５年度

3068 8 昭和45年度災害関係綴 昭和45年８月18日豪雨 昭和４５年度

3068 9 昭和45年度災害関係綴 台風10号 昭和４５年度

3068 10 昭和45年度災害関係綴 昭和45年９月29日集中豪雨 昭和４５年度

3068 11 昭和45年度災害関係綴 昭和45年12月13日集中豪雨 昭和４５年度

3069 1
昭和43年度起高等農業学園ほ場貸
借契約

高等農業学園の農場借受けについて（うかがい） 昭和４３年度
(起)昭43. 6. 5
(決)昭43. 6.10

農政課

3070 1 財産関係調書　No.１ 委託料の支出について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.20
(決)昭45. 3.23

後継者養成課

3070 2 財産関係調書　No.１ 境界標柱設置につき立会依頼について 後継者養成課

3070 3 財産関係調書　No.１ 工事請負費の支出について 昭和４４年度 (起)昭45. 3.18 後継者養成課

3070 4 財産関係調書　No.１ 工事請負費の支出について 昭和４４年度 (起)昭45. 3. 9 後継者養成課
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3070 5 財産関係調書　No.１ 工事請負費の支出について 昭和４４年度 (起)昭45. 3. 1 後継者養成課

3070 6 財産関係調書　No.１ 昭和44年度営繕工事施行について 昭和４４年度 (起)昭45. 3.10 営繕課

3070 7 財産関係調書　No.１ 昭和44年度営繕工事施行について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 2.23

営繕課

3070 8 財産関係調書　No.１ 維持補修工事の報告について 後継者養成課

3070 9 財産関係調書　No.１ 工事請負費の支出について 昭和４４年度
(起)昭44.10. 1
(決)昭44.10. 5

後継者養成課

3070 10 財産関係調書　No.１ 工事請負費の支出について 昭和４４年度 (起)昭45. 3. 2 後継者養成課

3070 11 財産関係調書　No.１ 新川護岸工事に伴う許可申請書の提出について 昭和４４年度
(起)昭44.10.23
(決)昭44.10.28

後継者養成課

3070 12 財産関係調書　No.１
漁業高等学園施設保全工事の設計について（依
頼）

昭和４４年度
(起)昭44. 7. 1
(決)昭44. 7.21

後継者養成課

3070 13 財産関係調書　No.１ 工事請負費の支出について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.10 後継者養成課

3070 14 財産関係調書　No.１
漁業高等学園敷地造成工事の設計案について（依
頼）

昭和４４年度 (起)昭44. 6. 6 後継者養成課

3070 15 財産関係調書　No.１
漁業高等学園建設用地敷地造成工事設計変更につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44. 7.18
(決)昭44. 7.19

後継者養成課

3071 1 財産関係調書　No.３ 寄付の受領について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 5
(決)昭47. 6.20
(施)昭47. 6.20

後継者養成課

3071 2 財産関係調書　No.３ 公有財産の災害報告について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.18
(決)昭47. 8.21
(施)昭47. 8.31

後継者養成課

3071 3 財産関係調書　No.３ 公有財産の管理について 昭和４５年度 (起)昭45.11.16 後継者養成課

3071 4 財産関係調書　No.３ 行政財産の用途廃止及び解体撤去について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.25
(決)昭47. 9.29

後継者養成課

3071 5 財産関係調書　No.３ 性能検査を要する機械等の状況調査について 昭和４８年度
(起)昭48.10.23
(決)昭48.10.23
(施)昭48.10.23

後継者養成課

3071 6 財産関係調書　No.３
性能検査を要する機械等の状況調査について（照
会）

昭和４８年度
(起)昭48.10. 5
(決)昭48.10. 5
(施)昭48.10. 6

後継者養成課

3071 7 財産関係調書　No.３ 土地取得状況等の調査について 昭和４８年度 (収)昭48.10.19 財政課長

3071 8 財産関係調書　No.３ 公共建物防火講習会の開催について 昭和４８年度 (収)昭48.10. 6 出納事務局長

3071 9 財産関係調書　No.３ 消火栓設置工事設計書作成について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48.10.29
(決)昭48.10.29
(施)昭48.10.29

後継者養成課

3071 10 財産関係調書　No.３ 寄付の受領について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47.11. 7
(決)昭47.11.24
(施)昭47.11.27

後継者養成課
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3071 11 財産関係調書　No.３ 昭和47年度財産計画書の提出について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.26
(決)昭47. 4.28
(施)昭47. 4.28

後継者養成課

3071 12 財産関係調書　No.３ 昭和47年度財産計画書の提出について（追加分） 昭和４７年度
(起)昭47. 9.18
(決)昭47. 9.20
(施)昭47. 9.20

後継者養成課

3071 13 財産関係調書　No.３
復命書（農業中央専門研修所４階増築工事現場説
明）

昭和４６年度 (起)昭46. 6.14 後継者養成課

3072 1 中小企業会館建設関係綴 祝辞 県議会議長

3072 2 中小企業会館建設関係綴 中小企業会館増築工事経過報告について 昭和４４年度 (起)昭45. 3.20 後継者養成課

3072 3 中小企業会館建設関係綴 中小企業会館増築工事落成式執行について 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 9
(決)昭45. 3.14

後継者養成課

3072 4 中小企業会館建設関係綴
中小企業会館増築工事材料等置場用地の一時借用
について（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44. 8.20
(決)昭44. 8.21
(施)昭44. 8.21

後継者養成課

3072 5 中小企業会館建設関係綴
中小企業会館増築に伴う立替金依頼について（う
かがい）

昭和４４年度
(起)昭44.10.13
(決)昭44.10.13
(施)昭44.11.27

後継者養成課

3072 6 中小企業会館建設関係綴 中小企業会館増築工事入札結果について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.29 後継者養成課

3072 7 中小企業会館建設関係綴
中小企業会館増築工事執行について（事前執行
伺）

昭和４４年度
(起)昭44. 5.22
(決)昭44. 6.10

後継者養成課

3073 1 農業中央研修所建設関係他
静岡県立農業中央専門研修所および農業講習所の
落成式挙行について

昭和４５年度 (起)昭45. 4.15 後継者養成課

3073 2 農業中央研修所建設関係他 農業中央専門研修所建設工事の入札結果について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.27 後継者養成課

3073 3 農業中央研修所建設関係他 農業中央専門研修所建設全体計画について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.22
(決)昭44. 6.10

後継者養成課

3073 4 農業中央研修所建設関係他 営繕工事執行について（依頼） 昭和４４年度 (起)昭44. 5.23 後継者養成課

3073 5 農業中央研修所建設関係他 農業中央研修所建設の平面図の検討会について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.28
(決)昭44. 5. 7
(施)昭44. 5. 7

後継者養成課

3073 6 農業中央研修所建設関係他
昭和44年度農業中央研修所運動場の造成工事につ
いて（依頼）

昭和４４年度
(起)昭44. 5. 6
(決)昭44. 5. 6
(施)昭44. 5. 6

後継者養成課

3073 7 農業中央研修所建設関係他 先進地農業研修施設の視察について（依頼） 昭和４４年度
(起)昭44. 4.28
(決)昭44. 4.28
(施)昭44. 4.28

後継者養成課

3073 8 農業中央研修所建設関係他
農業中央研修所（仮称）の平面図作成について
（依頼）

昭和４４年度
(起)昭44. 4.18
(決)昭44. 4.19
(施)昭44. 4.19

後継者養成課

3073 9 農業中央研修所建設関係他
農業中央研修所（仮称）建設計画打ち合せ会議の
開催について

昭和４４年度
(起)昭44. 4.12
(決)昭44. 4.14
(施)昭44. 4.14

後継者養成課

3073 10 農業中央研修所建設関係他 昭和47年度高等農業学園畜舎建築工事設計書 昭和４７年度 後継者養成課

3073 11 農業中央研修所建設関係他
昭和46年度備品（図書、動物）現在高報告につい
て（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.11
(決)昭47. 5.13
(施)昭47. 5.20

後継者養成課
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3073 12 農業中央研修所建設関係他
昭和45年度備品（図書、動物）現在高報告につい
て

後継者養成課

3073 13 農業中央研修所建設関係他 昭和44年度備品現在高報告について 昭和４５年度 (起)昭45. 5.28 後継者養成課

3073 14 農業中央研修所建設関係他 支出負担行為実施計画について（伺） 昭和４６年度 (起)昭46. 6.16 後継者養成課

3073 15 農業中央研修所建設関係他 昭和47年度県立農業学園豚舎牛舎衛生工事竣工図

3073 16 農業中央研修所建設関係他 高等農業学園の畜舎引渡しについて（伺い） 昭和４７年度 (起)昭48. 1.29 後継者養成課

3073 17 農業中央研修所建設関係他
高等農業学園屋外消火栓設備設置工事設計書につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48.10.11
(決)昭48.10.13

総務課

3074 1 林業講習所建設関係
林業講習所（明善会館）の建設に係る不動産取得
税の減額の副申について

昭和４５年度
(起)昭46. 2. 9
(決)昭46. 2. 9
(施)昭46. 2. 9

後継者養成課

3074 2 林業講習所建設関係
林業講習所の用に供する建物の使用貸借契約の締
結について

昭和４５年度
(起)昭45. 9.15
(決)昭45. 9.30

後継者養成課

3074 3 林業講習所建設関係 明善会館（林業講習所）の披露式挙行について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.17
(決)昭45. 9.20

後継者養成課

3074 4 林業講習所建設関係
林業講習所の用に供する建物の使用貸借仮契約の
締結について（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 4. 7
(決)昭45. 4. 8

後継者養成課

3074 5 林業講習所建設関係 借受け財産の火災保険加入について 昭和４５年度 (起)昭45.10. 3 後継者養成課

3074 6 林業講習所建設関係 借受け財産の火災保険加入について（依頼） 昭和４５年度 (起)昭45. 4.13 後継者養成課

3074 7 林業講習所建設関係 県有地の使用承諾について 昭和４４年度
(起)昭44. 9. 2
(決)昭44. 9. 6

後継者養成課

3074 8 林業講習所建設関係
林業講習所施設の建設および使用に関する覚書の
送付について

昭和４４年度
(起)昭44. 5. 2
(決)昭44. 5. 7
(施)昭44. 5.12

後継者養成課

3074 9 林業講習所建設関係 林業講習所の寄付金募集について（うかがい） 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 9
(決)昭45. 3.10

後継者養成課

3074 10 林業講習所建設関係 報道機関発表について（林業講習所起工式） 昭和４４年度 (起)昭44. 9.19 後継者養成課

3074 11 林業講習所建設関係 林業講習所（明善会館）起工式挙行について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.16
(決)昭44. 9.16
(施)昭44. 9.16

後継者養成課

3074 12 林業講習所建設関係 林業講習所建設計画について（うかがい） 昭和４４年度
(起)昭44. 5.22
(決)昭44. 6.10

後継者養成課

3074 13 林業講習所建設関係
林業講習所建設工事執行依頼について（うかが
い）

昭和４４年度
(起)昭44. 5.14
(決)昭44. 5.14
(施)昭44. 5.14

後継者養成課

3074 14 林業講習所建設関係
林業講習所施設の建設及び使用に関する覚書の交
換について（伺い）

昭和４４年度
(起)昭44. 4.15
(決)昭44. 4.21

後継者養成課

3074 15 林業講習所建設関係 静岡県林業講習所運営協議会の開催について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.15
(決)昭44. 4.15
(施)昭44. 4.16

後継者養成課
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3075 1 金原治山治水財団経費関係 昭和45年度営繕工事施工について 昭和４５年度
(起)昭45. 8.17
(決)昭45. 8.17

後継者養成課

3075 2 金原治山治水財団経費関係 浜北林業講習所建築工事に伴う地質調査について 昭和４４年度 (起)昭44. 6. 3 後継者養成課

3075 3 金原治山治水財団経費関係 林業講習所建築工事設計 昭和４４年度 (起)昭44. 6. 5 後継者養成課

3076 1 中小企業会館寄付金募集関係
中小企業会館増築に伴う寄付金募集依頼について
（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44. 7.29
(決)昭44. 8. 5

後継者養成課

3077 1 茶業専門研修所教室棟建設工事 茶業専門研修所建設起工式について 昭和４６年度 (収)昭46. 9.21
茶業専門研修所
所長

3077 2 茶業専門研修所教室棟建設工事 支出負担行為実施計画について（伺） 昭和４６年度 (起)昭46. 8. 2 後継者養成課

3078 1 研修所施設整備関係綴 園芸専門研修所衛生工事設計書 昭和４３年度

3078 2 研修所施設整備関係綴 園芸専門研修所建築工事設計書 昭和４３年度

3079 1
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

有価証券受領書の送付について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

後継者養成課

3079 2
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

公有財産異動報告書の提出について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

後継者養成課

3079 3
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

公有財産（株券）の喪失について（報告） 昭和５８年度
(起)昭59. 2.23
(決)昭59. 3. 1

後継者養成課

3079 4
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発株式会社の臨時株主総会について 昭和５８年度 (起)昭59. 2.21 後継者養成課

3079 5
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発株式会社が社会的に貢献した具体的事例
について（照会）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.31 後継者養成課

3079 6
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発株式会社の臨時株主総会について 昭和５８年度 (起)昭58.12.12 後継者養成課

3079 7
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発（株）の経営不振に伴う会社の整理につ
いて（供覧）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.  後継者養成課

3079 8
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発株式会社の新株式割当てについて（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.21
(施)昭55.10.22

後継者養成課

3079 9
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発株式会社の新株式割当について（伺） 昭和５２年度
(起)昭52.11.16
(決)昭52.11.25
(施)昭52.11.25

後継者養成課

3079 10
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発株式会社の増資について（伺） 昭和４９年度 (起)昭49. 8.10 後継者養成課

3079 11
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発促進事業費出資金について 昭和４３年度 (起)昭43.11.25 農地計画課

3079 12
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発促進事業費出資金の事前執行について
（伺）

昭和４３年度 (起)昭43.11.19 農地計画課

3079 13
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発（株）定時株主総会について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.21
(決)昭57. 8.24
(施)昭57. 8.24

後継者養成課
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3079 14
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発投資株式会社に静岡県として参加し投資
をすることについての経緯と確認事項について

昭和４３年度
(起)昭43.10.17
(決)昭43.11.19

農地計画課

3079 15
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

第４回南米開発（株）定時株主総会について 昭和４７年度 (決)昭47. 7.24 後継者養成課

3079 16
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発株式会社の株主代表者名の変更について
伺

昭和４９年度
(起)昭49. 7.17
(施)昭49. 7.31

後継者養成課

3079 17
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

南米開発株式会社に対する株式申込について（伺
い）

昭和４３年度
(起)昭43.11.27
(決)昭43.11.27

農地計画課

3079 18
南米開発株式会社関係綴（出資
金）

予算書（抜すい）の証明について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭44. 3.22
(決)昭44. 3.25
(施)昭44. 3.26

農地計画課

3080 1
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住者家族会南米視察団本県派遣者〔個人
名〕について（依頼）

昭和４２年度
(起)昭42. 5.24
(決)昭42. 5.26
(施)昭42. 5.26

農地計画課

3080 2
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住者家族会南米視察団本県派遣者〔個人
名〕紹介について

昭和４１年度 (起)昭42. 2.28 農地計画課

3080 3
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住者家族会南米視察団本県派遣者壮行会の
開催について伺

昭和４１年度
(起)昭42. 2.13
(決)昭42. 2.15
(施)昭42. 2.15

農地計画課

3080 4
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住者家族会南米視察団本県派遣者渡航費
（船賃）の交付について

昭和４１年度
(起)昭42. 1.27
(決)昭42. 1.30
(施)昭42. 1.30

農地計画課

3080 5
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

南米視察団渡航手続について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.14
(決)昭42. 1.14
(施)昭42. 1.14

農地計画課

3080 6
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第２次（昭和41年度）海外移住家族会南米視察団
渡航手続きについて伺

昭和４１年度
(起)昭41.12. 5
(決)昭41.12. 6
(施)昭41.12. 6

農地計画課

3080 7
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

12月分業務報告の件 昭和４１年度 (収)昭41.12.28
日本海外移住家
族会連合会

3080 8
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和41年度海外移住家族会南米視察団視察者決定
について（お知らせ）

昭和４１年度
(起)昭41.11.25
(決)昭41.11.25
(施)昭41.11.25

事務局

3080 9
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団視察者について 昭和４１年度
(起)昭41.11. 7
(決)昭41.11. 9
(施)昭41.11. 9

事務局

3080 10
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団視察者推薦について
（伺）

昭和４１年度
(起)昭41.10.26
(決)昭41.10.29
(施)昭41.10.29

事務局

3080 11
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団視察者推薦について 昭和４１年度
(起)昭41.10.11
(決)昭41.10.15
(施)昭41.10.15

事務局

3080 12
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

会費納入について（お願い） 昭和４２年度 (起)昭42. 4.15 事務局

3080 13
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

会費納入について（お願い） 昭和４１年度
(起)昭42. 3. 3
(施)昭42. 3.10

事務局

3080 14
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

会費納入方について（お願い） 昭和４１年度
(起)昭41.11.10
(決)昭41.11.15
(施)昭41.11.16

事務局

3080 15
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和41年度分会費について 昭和４１年度
(起)昭41.10.24
(決)昭41.10.24
(施)昭41.10.25

事務局

3080 16
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

会費納入方お願い 昭和４１年度
(起)昭41.10.11
(決)昭41.10.15
(施)昭41.10.15

事務局
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3080 17
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

９月分業務報告の件 昭和４１年度 (収)昭41.10.11
日本海外移住家
族会連合会

3080 18
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住者引揚者給付金未請求者提出名簿に関す
る第２次回答の件

昭和４１年度 (収)昭41. 9.20
日本海外移住家
族会連合会会長

3080 19
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

本会、社団法人設立ご挨拶について 昭和４２年度 (収)昭42. 9.23
日本海外移住家
族会連合会

3080 20
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

正会員申込書及び会則送付依頼の件 昭和４２年度 (収)昭42. 8.18
日本海外移住家
族会連合会会長

3080 21
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

社団法人設立許可申請の件 昭和４２年度 (収)昭42. 7.13
日本海外移住家
族会連合会

3080 22
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度通常総会並びに社団法人設立総会に関
する報告の件

昭和４２年度 (収)昭42. 7.10
日本海外移住家
族会連合会

3080 23
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度通常総会並びに社団法人設立総会開催
の件

昭和４２年度 (収)昭42. 5. 1
日本海外移住家
族会連合会

3080 24
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度第１回理事会並びに監査会開催報告の
件

昭和４２年度 (収)昭42. 5. 1
日本海外移住家
族会連合会

3080 25
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

静岡県海外移住者後援会預金名義変更について依
頼の件（伺）

昭和４２年度
(起)昭42. 7.27
(決)昭42. 7.28
(施)昭42. 7.28

事務局

3080 26
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度総会の結果について（お知らせ） 昭和４２年度
(起)昭42. 7.13
(決)昭42. 7.18
(施)昭42. 7.19

事務局

3080 27
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度静岡県海外移住者後援会第１回理事会
及び通常総会議案について伺

昭和４２年度 (起)昭42. 7. 1 事務局

3080 28
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度総会開催について（お知らせ） 昭和４２年度
(起)昭42. 6.26
(決)昭42. 6.28

事務局

3080 29
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度関東甲信静越地区海外移住家族会ブ
ロック会議決議書送付について

昭和４２年度 (収)昭42. 9.28
栃木県海外移住
家族会

3080 30
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

関東甲信静越地区海外移住家族会ブロック会議に
ついて（連絡）

昭和４２年度
(起)昭42. 8.28
(決)昭42. 9. 4
(施)昭42. 9. 4

事務局

3080 31
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

会員数並びに会則送付について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.26
(決)昭42. 9.28
(施)昭42. 9.28

事務局

3080 32
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

振替貯金加入者名及び代表者印章変更届出につい
て伺

昭和４２年度
(起)昭42. 8.22
(決)昭42. 8.24
(施)昭42. 8.25

事務局

3080 33
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

郵便振替加入者名簿に掲載について伺 昭和４２年度
(起)昭42. 9.13
(決)昭42. 9.16
(施)昭42. 9.16

事務局

3080 34
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

郵便振替用紙請求について伺 昭和４２年度
(起)昭42. 8.25
(決)昭42. 8.26
(施)昭42. 8.26

事務局

3080 35
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会事務局を県移住主管課設置要望に
ついて

昭和４２年度 (収)昭43. 1.10
日本海外移住家
族会連合会

3080 36
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度第２回理事会議事に関し報告の件 昭和４２年度 (収)昭42.11.28
日本海外移住家
族会連合会

3080 37
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会事務局を都道府県移住主管課に設
置要望の件

昭和４２年度 (収)昭42.11.28
日本海外移住家
族会連合会
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3080 38
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会の自主性強化対策要望の件 昭和４２年度 (収)昭42.12.20
日本海外移住家
族会連合会

3080 39
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

「声の図書館」送付について 昭和４２年度
(起)昭42.12.20
(決)昭42.12.28
(施)昭42.12.28

事務局

3080 40
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住地区別懇談会について（ご案内） 昭和４２年度
(起)昭42.11.28
(決)昭42.11.29
(施)昭42.11.30

事務局

3080 41
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住者家族地区別懇談会配布資料について
（伺）

昭和４２年度
(起)昭42.11.28
(決)昭42.11.29

事務局

3080 42
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

静岡県海外移住家族会昭和42年度第２回理事会会
議録について伺

昭和４２年度
(起)昭43. 1.24
(決)昭43. 1.25

事務局

3080 43
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和42年度第２回理事会並びに第３次南米視察団
本県派遣者帰国歓迎会開催について（お知らせ）

昭和４２年度
(起)昭43. 1. 8
(決)昭43. 1.10
(施)昭43. 1.10

事務局

3080 44
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

移住青年御家族・女子移住希望者　懇談会開催に
ついて

昭和４２年度 (起)昭43. 2.10 事務局

3080 45
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

祝電について伺 昭和４２年度
(起)昭42.11.27
(決)昭42.11.27
(施)昭42.11.27

事務局

3080 46
昭和42年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

「海外移住者家族のしおり」印刷について（伺） 昭和４２年度
(起)昭43. 3.20
(決)昭43. 3.28
(施)昭43. 3.28

事務局

3081 1
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

静岡県海外移住家族会昭和43年度緊急役員会会議
録について伺

昭和４３年度
(起)昭43. 4.10
(決)昭43. 4.11

事務局

3081 2
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

家族会連合会理事会並びに外務省座談会に出席方
（依頼）

昭和４３年度
(起)昭43. 4. 9
(決)昭43. 4.10
(施)昭43. 4.10

事務局

3081 3
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

緊急役員会開催について（お知らせ） 昭和４３年度
(起)昭43. 4. 2
(決)昭43. 4. 3
(施)昭43. 4. 3

事務局

3081 4
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度第１回理事会並びに監査会議事につい
ての報告書

昭和４３年度 (収)昭43. 4.30
日本海外移住家
族会連合会

3081 5
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度定期総会開催について 昭和４３年度 (収)昭43. 5.13
日本海外移住家
族会連合会

3081 6
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第11次海外移住者消息調査依頼の件 昭和４２年度 (収)昭42.10.24
日本海外移住家
族会連合会

3081 7
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第12次海外移住者消息調査依頼の件 昭和４２年度 (収)昭43. 3. 4
日本海外移住家
族会連合会

3081 8
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住者の引揚者特別交付金代理請求について 昭和４３年度 (収)昭43. 6. 5
日本海外移住家
族会連合会

3081 9
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

家族会調書送付について 昭和４３年度
(起)昭43. 4.19
(決)昭43. 4.25
(施)昭43. 4.25

事務局

3081 10
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

県職員を当会役職員に委嘱することについて
（伺）

昭和４２年度
(起)昭42. 4. 1
(決)昭42. 4. 1
(施)昭42. 4. 1

事務局

3081 11
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

県職員を当会役職員に委嘱することについて伺 昭和４３年度
(起)昭43. 4. 1
(決)昭43. 4. 1
(施)昭43. 4. 1

事務局

3081 12
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度通常総会の結果について（お知らせ） 昭和４３年度
(起)昭43. 7.25
(決)昭43. 8. 5
(施)昭43. 8. 6

事務局
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3081 13
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度静岡県海外移住家族会通常総会議事進
行草案について（伺）

昭和４３年度
(起)昭43. 7.18
(決)昭43. 7.20
(施)昭43. 7.20

事務局

3081 14
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度静岡県海外移住家族会通常総会議案及
び第２回理事会議案について（伺）

昭和４３年度
(起)昭43. 7.13
(決)昭43. 7.16
(施)昭43. 7.20

事務局

3081 15
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度通常総会の開催について 昭和４３年度
(起)昭43. 6.26
(決)昭43. 7. 4

事務局

3081 16
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度第２回理事会開催について（通知） 昭和４３年度
(起)昭43. 6.26
(決)昭43. 7. 4

事務局

3081 17
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

「都道府県家族会の紹介」欄登載原稿送付につい
て

昭和４３年度
(起)昭43. 8.15
(決)昭43. 8.15
(施)昭43. 8.15

事務局

3081 18
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

３月分業務報告の件 昭和４３年度
(起)昭43. 4. 2
(決)昭43. 4.10
(施)昭43. 4.10

事務局

3081 19
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

１月分業務報告の件 昭和４２年度 (起)昭43. 2.20 事務局

3081 20
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

12月分業務報告の件 昭和４２年度
(起)昭43. 1. 8
(決)昭43. 1.10
(施)昭43. 1.10

事務局

3081 21
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

「都道府県家族会『事業だより』」登載原稿につ
いて

昭和４２年度
(起)昭42. 7.15
(決)昭42. 7.15
(施)昭42. 7.15

事務局

3081 22
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

２月分業務報告の件 昭和４１年度
(起)昭42. 3.10
(施)昭42. 3.13

事務局

3081 23
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

機関紙追加送付方について（依頼） 昭和４１年度
(起)昭42. 3.10
(施)昭42. 3.14

事務局

3081 24
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

「海外移住者家族のしおり」送付について 昭和４３年度
(起)昭43. 7.23
(決)昭43. 8. 6

事務局

3081 25
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

当会南米視察団本県派遣者〔個人名〕帰国につき
挨拶状について（伺）

昭和４３年度
(起)昭43. 8.24
(施)昭43. 8.26

事務局

3081 26
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団静岡県派遣者〔個人
名〕紹介について

昭和４２年度
(起)昭42.12.18
(決)昭42.12.28
(施)昭42.12.28

事務局

3081 27
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

南米視察団渡航手続きについて 昭和４２年度
(起)昭42.11.10
(決)昭42.11.14
(施)昭42.11.14

事務局

3081 28
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団派遣者渡航費（船賃）
の交付について

昭和４２年度
(起)昭42.10.28
(決)昭42.10.30
(施)昭42.10.31

事務局

3081 29
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第４次海外移住家族会南米視察団本県派遣者渡航
申込書提出について

昭和４２年度
(起)昭42. 9.29
(決)昭42. 9.29
(施)昭42. 9.29

事務局

3081 30
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第４次海外移住者父兄現地派遣者の決定通知 昭和４２年度 (起)昭42. 9.24 事務局

3081 31
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団視察者推薦について
（伺）

昭和４２年度
(起)昭42. 8.30
(決)昭42. 8.30
(施)昭42. 8.30

事務局

3081 32
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第４次（昭和42年度）海外移住家族会南米視察団
視察希望者について

昭和４２年度
(起)昭42. 8.14
(決)昭42. 8.18
(施)昭42. 8.18

事務局

3081 33
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

万博「母国訪問運動」用はがき送付について 昭和４３年度
(起)昭43.10.21
(決)昭43.10.21
(施)昭43.10.21

事務局
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3081 34
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

ブラジル第１回移民訪日団について　ＮＨＫテレ
ビ102放送のお知らせ

昭和４２年度
(起)昭42. 4. 8
(決)昭42. 4.10
(施)昭42. 4.10

事務局

3081 35
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度関東甲信越静地区海外移住家族会ブ
ロック会議会議録供覧

昭和４３年度
(起)昭43.12. 4
(決)昭43.12.10
(施)昭43.12.10

事務局

3081 36
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

関東甲信越静地方海外移住家族会ブロック会議資
料について（伺）

昭和４３年度 (起)昭43.11. 4 事務局

3081 37
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

関東甲信越静ブロック会議開催につき係官派遣方
（依頼）

昭和４３年度
(起)昭43.10. 8
(決)昭43.10.11
(施)昭43.10.11

事務局

3081 38
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

関東甲信越静海外移住家族会ブロック会議開催に
ついて（通知）

昭和４３年度 (起)昭43.10. 3 事務局

3081 39
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

関東甲信越静地区海外移住家族会ブロック会議に
ついて（伺）

昭和４３年度
(起)昭43. 9.20
(決)昭43. 9.24
(施)昭43. 9.24

事務局

3081 40
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

国庫補助廃止に当面後の処置について 昭和４３年度
(起)昭43.12.20
(決)昭43.12.23
(施)昭43.12.23

事務局

3081 41
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

都道府県海外移住家族会調書について（回報） 昭和４３年度
(起)昭44. 1.29
(決)昭44. 1.30
(施)昭44. 1.30

事務局

3081 42
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度第３回理事会の結果について（お知ら
せ）

昭和４３年度
(起)昭43.12.21
(決)昭43.12.24
(施)昭43.12.24

事務局

3081 43
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

静岡県海外移住家族会昭和43年度第３回理事会会
議録について（伺）

昭和４３年度
(起)昭43.12.21
(決)昭43.12.24
(施)昭43.12.24

事務局

3081 44
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度静岡県海外移住家族会第３回理事会議
案について（伺）

昭和４３年度 (起)昭43.12.17 事務局

3081 45
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度第３回理事会等開催について（お知ら
せ）

昭和４３年度
(起)昭43.12. 4
(決)昭43.12. 9
(施)昭43.12. 9

事務局

3081 46
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

理事追加選出について（お知らせ） 昭和４３年度
(起)昭44. 3.20
(決)昭44. 3.28
(施)昭44. 3.28

事務局

3081 47
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住地区別懇談会開催について（伺） 昭和４３年度 (起)昭44. 2.13 事務局

3081 48
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度海外移住者家族地区別懇談会配布資料
について（伺）

昭和４３年度 (起)昭44. 2.20 事務局

3081 49
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

都道府県家族会「事業だより」欄登載原稿送付に
ついて

昭和４３年度
(起)昭44. 1.11
(決)昭44. 1.11
(施)昭44. 1.11

事務局

3081 50
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

都道府県家族会「事業だより」登載原稿について 昭和４３年度 (起)昭43. 7.31 事務局

3081 51
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第14次海外移住者消息調査依頼について 昭和４３年度 (収)昭44. 1.10
日本海外移住家
族会連合会

3081 52
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

緊急理事会議事報告書 昭和４３年度 (収)昭43.11.15
日本海外移住家
族会連合会

3081 53
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

昭和43年度第２回理事会議事報告書 昭和４３年度 (収)昭43. 8. 7
日本海外移住家
族会連合会

3081 54
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

〔個人名〕財産調書について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.10
(決)昭44. 4.10
(施)昭44. 4.10

事務局
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3081 55
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

財産調書について（回答） 昭和４１年度
(起)昭42. 1.17
(決)昭42. 1.20
(施)昭42. 1.23

農地計画課

3081 56
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

農地の調査について（依頼） 昭和４１年度
(起)昭42. 1. 5
(決)昭42. 1. 6
(施)昭42. 1. 6

農地計画課

3081 57
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

ブラジル国在住〔個人名〕の財産処分金について
（依頼）

昭和４３年度 (起)昭43. 9. 4 事務局

3081 58
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

在サンパウロ〔個人名〕の財産調査について（回
報）

昭和４３年度
(起)昭43. 6.17
(決)昭43. 6.21
(施)昭43. 6.21

事務局

3081 59
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

在サンパウロ〔個人名〕の財産等について 昭和４３年度
(起)昭43. 6. 4
(決)昭43. 6. 5
(施)昭43. 6. 5

事務局

3081 60
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

パラグワイ国移住地関係資料（追加資料）供覧 昭和４３年度 (起)昭43. 4.17 事務局

3081 61
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

パラグワイ国移住地関係資料供覧 昭和４２年度 (起)昭43. 3.18 事務局

3081 62
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団静岡県派遣者〔個人
名〕紹介について

昭和４２年度
(起)昭42. 8.28
(決)昭42. 8.31
(施)昭42. 8.31

事務局

3081 63
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団派遣者歓送迎会につい
て伺

昭和４２年度
(起)昭42. 8. 1
(決)昭42. 8. 4
(施)昭42. 8. 4

事務局

3081 64
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

南米視察団渡航手続について 昭和４２年度
(起)昭42. 8.14
(決)昭42. 8.15
(施)昭42. 8.15

事務局

3081 65
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第３次海外移住家族会南米視察団派遣者１名取止
め方につき（お願い）

昭和４２年度
(起)昭42. 7.31
(決)昭42. 7.31
(施)昭42. 7.31

事務局

3081 66
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団派遣者渡航費（船賃）
の交付について

昭和４２年度 (起)昭42. 7.22 事務局

3081 67
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第３次海外移住家族会南米視察団本県派遣者渡航
申込書提出について

昭和４２年度
(起)昭42. 7.19
(決)昭42. 7.20
(施)昭42. 7.21

事務局

3081 68
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第３次海外移住家族会南米視察団派遣者変更方に
ついてお願い

昭和４２年度 (起)昭42. 7.11 事務局

3081 69
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第３次海外移住者父兄現地派遣者の決定通知 昭和４２年度
(起)昭42. 6.23
(決)昭42. 6.28
(施)昭42. 6.29

事務局

3081 70
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第３次海外移住家族会南米視察団視察者推薦につ
いて（伺）

昭和４２年度
(起)昭42. 5.27
(決)昭42. 5.27
(施)昭42. 5.27

事務局

3081 71
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第３次海外移住家族会南米視察団視察者推薦につ
いて

昭和４２年度
(起)昭42. 5. 6
(決)昭42. 5. 8

事務局

3081 72
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

松田会長辞任に際し花瓶贈呈について（伺） 昭和４３年度
(起)昭43.12.14
(決)昭43.12.14

事務局

3081 73
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団静岡県派遣者〔個人
名〕紹介について

昭和４３年度
(起)昭43. 8.24
(決)昭43. 8.28
(施)昭43. 8.31

事務局

3081 74
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団派遣者渡航費（船賃）
の交付について

昭和４３年度
(起)昭43. 8.21
(決)昭43. 8.30
(施)昭43. 8.30

事務局

3081 75
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団本県派遣者歓送迎会開
催について伺

昭和４３年度
(起)昭43. 8.10
(決)昭43. 8.10
(施)昭43. 8.11

事務局
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3081 76
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

南米視察団渡航手続きについて 昭和４３年度
(起)昭43. 8. 6
(決)昭43. 8. 7
(施)昭43. 8. 7

事務局

3081 77
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

南米視察団渡航手続につき電報案 昭和４３年度 (起)昭43. 7.29 事務局

3081 78
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第５次（昭和43年度上半期）海外移住家族会南米
視察団本県派遣者渡航申込書提出について

昭和４３年度
(起)昭43. 7.24
(決)昭43. 7.24
(施)昭43. 7.24

事務局

3081 79
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第５次海外移住者父兄現地派遣者の決定について
（通知）

昭和４３年度
(起)昭43. 7.19
(決)昭43. 7.19
(施)昭43. 7.19

事務局

3081 80
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第５次海外移住家族会南米視察団視察者推薦につ
いて（伺）

昭和４３年度
(起)昭43. 7.11
(決)昭43. 7.11
(施)昭43. 7.11

事務局

3081 81
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第５次（昭和43年度）海外移住家族会南米視察団
視察希望者について

昭和４３年度
(起)昭43. 6. 4
(決)昭43. 6.10

事務局

3081 82
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第６次海外移住家族会南米視察団視察者推薦につ
いて（伺）

昭和４３年度
(起)昭43.10.11
(決)昭43.10.18
(施)昭43.10.18

事務局

3081 83
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第６次（昭和43年度）海外移住家族会南米視察団
視察希望者について

昭和４３年度 (起)昭43. 9.24 事務局

3081 84
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第６次海外移住家族南米視察団本県派遣者〔個人
名〕帰国の趣電話連絡供覧

昭和４４年度 (起)昭44. 6.30 事務局

3081 85
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団静岡県派遣者〔個人
名〕紹介について

昭和４３年度
(起)昭43.12.20
(決)昭43.12.24
(施)昭43.12.24

事務局

3081 86
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

海外移住家族会南米視察団派遣者渡航費（船賃）
の交付について

昭和４３年度
(起)昭43.11.20
(決)昭43.11.28
(施)昭43.12.18

事務局

3081 87
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第６次南米視察団派遣者旅費受領について 昭和４３年度
(起)昭43.12. 9
(決)昭43.12. 9
(施)昭43.12. 9

事務局

3081 88
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第６次（昭和43年度）海外移住家族会南米視察団
結団式及び壮行会開催の件

昭和４３年度 (収)昭43.12. 2
日本海外移住家
族会連合会

3081 89
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

南米視察団渡航手続きについて 昭和４３年度
(起)昭43.12. 3
(決)昭43.12. 4
(施)昭43.12. 4

事務局

3081 90
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

南米視察団現地派遣者ご決定につき御礼 昭和４３年度 (起)昭43.11. 8 事務局

3081 91
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

第６次海外移住者父兄現地派遣者の決定について
（通知）

昭和４３年度
(起)昭43.11. 4
(決)昭43.11. 4
(施)昭43.11. 4

事務局

3081 92
昭和43年度家族の会（財團法人静
岡県海外移住協会）

会長退任について 昭和４３年度
(起)昭43.12.24
(決)昭43.12.24
(施)昭43.12.24

事務局

3082 1 昭和44年海外移住史編纂刊行 「静岡県海外移住史」序文について 昭和４４年度
(起)昭44.10.20
(決)昭44.10.25

後継者養成課

3082 2 昭和44年海外移住史編纂刊行 海外移住史序文ご執筆方お願い 昭和４４年度
(起)昭44. 3.20
(決)昭44. 3.20
(施)昭44. 9.20

事務局

3082 3 昭和44年海外移住史編纂刊行 静岡県海外移住史刊行の辞について伺 昭和４４年度
(起)昭45. 1. 7
(決)昭45. 1.10
(施)昭45. 1.10

事務局

3082 4 昭和44年海外移住史編纂刊行 静岡県海外移住史刊行の辞について伺 昭和４３年度
(起)昭44. 3.24
(決)昭44. 3.28
(施)昭44. 3.28

事務局
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3082 5 昭和44年海外移住史編纂刊行 静岡県海外移住史“あとがき”について（伺） 昭和４３年度
(起)昭44. 3.20
(決)昭44. 3.28

事務局

3082 6 昭和44年海外移住史編纂刊行 「静岡県海外移住史」装丁について（伺） 事務局

3082 7 昭和44年海外移住史編纂刊行
「静岡県海外移住史」の第５回編集刊行打合会に
ついて

昭和４４年度 (起)昭44. 5.15 事務局

3082 8 昭和44年海外移住史編纂刊行 海外移住史編纂について（依頼） 昭和４３年度
(起)昭43.12. 9
(決)昭43.12. 9
(施)昭43.12. 9

事務局

3082 9 昭和44年海外移住史編纂刊行
「静岡県海外移住史」（草稿）謄写印刷について
（伺）

昭和４３年度 (起)昭43.11.15 事務局

3082 10 昭和44年海外移住史編纂刊行 「静岡県海外移住史」の校閲について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.11 事務局

3082 11 昭和44年海外移住史編纂刊行
「静岡県海外移住史」の第３回編纂打合会につい
て伺

昭和４２年度
(起)昭43. 2. 1
(決)昭43. 2. 1
(施)昭43. 2. 3

事務局

3082 12 昭和44年海外移住史編纂刊行
「静岡県海外移住史」の第２回編纂打合会につい
て伺

昭和４２年度
(起)昭42.11.11
(決)昭42.11.15
(施)昭42.11.15

事務局

3082 13 昭和44年海外移住史編纂刊行 「静岡県海外移住史」編纂打合会について 昭和４１年度
(起)昭41.12. 6
(決)昭41.12. 7
(施)昭41.12. 7

事務局

3082 14 昭和44年海外移住史編纂刊行 「静岡県海外移住史」印刷契約伺 昭和４３年度
(起)昭44. 3.20
(決)昭44. 3.20

事務局

3082 15 昭和44年海外移住史編纂刊行 「静岡県海外移住史」印刷伺 昭和４３年度 (起)昭44. 3.  事務局

3082 16 昭和44年海外移住史編纂刊行 静岡県海外移住史購入並びに配分について伺 昭和４５年度 (起)昭45. 4.  事務局

3082 17 昭和44年海外移住史編纂刊行 静岡県海外移住史配分について伺 昭和４４年度 (起)昭45. 3.28 事務局

3082 18 昭和44年海外移住史編纂刊行 静岡県海外移住史配分について伺 昭和４４年度
(起)昭44. 4.10
(決)昭44. 4.20

事務局

3082 19 昭和44年海外移住史編纂刊行 （静岡県海外移住史送付について） 昭和４５年度
(起)昭45. 6. 2
(決)昭45. 6. 5
(施)昭45. 6. 5

事務局

3082 20 昭和44年海外移住史編纂刊行 静岡県海外移住史受領礼状（海外の部）供覧 昭和４５年度 (起)昭45.10. 8 事務局

3082 21 昭和44年海外移住史編纂刊行 静岡県海外移住史贈呈について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.10
(決)昭45. 6.11
(施)昭45. 6.20

事務局

3083 1
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

県職員の兼務委嘱について（伺） 昭和４５年度
(起)昭45. 4. 1
(決)昭45. 4. 1
(施)昭45. 4. 1

事務局

3083 2
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

監査提出書類について（伺） 昭和４５年度
(起)昭45. 7.20
(決)昭45. 7.28
(施)昭45. 7.28

事務局

3083 3
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度第１回理事会会議録について（伺） 昭和４５年度 (起)昭45. 7.30 事務局

3083 4
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

会場変更について 昭和４５年度
(起)昭45. 7.25
(決)昭45. 7.25
(施)昭45. 7.25

事務局
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3083 5
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度第１回理事会及び南米慰問本県派遣者
帰国歓迎会開催について（通知）

昭和４５年度
(起)昭45. 7. 4
(決)昭45. 7.10
(施)昭45. 7.11

事務局

3083 6
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度静岡県海外移住家族会通常総会議事進
行草案について（伺）

昭和４５年度 (起)昭45. 7.28 事務局

3083 7
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度静岡県海外移住家族会第１回理事会及
び通常総会議案について（伺）

昭和４５年度
(起)昭45. 7.20
(決)昭45. 7.28

事務局

3083 8
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度通常総会の開催について 昭和４５年度 (起)昭45. 7.16 事務局

3083 9
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

理事候補者推薦方依頼 昭和４５年度
(起)昭45. 7.30
(決)昭45. 8. 4
(施)昭45. 8. 4

事務局

3083 10
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

復命書（日本海外移住家族会連合会昭和45年度定
期総会及び海外移住家族全国大会出席）

昭和４５年度 (起)昭45. 5.20 事務局

3083 11
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

ブラジル国サンパウロ州知事寄贈のパラナ松贈呈
について

昭和４５年度
(起)昭45. 7. 8
(決)昭45. 7.11
(施)昭45. 7.11

事務局

3083 12
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

ブラジル国パラナ松の育成状況について（回報） 昭和４４年度
(起)昭44.10. 6
(決)昭44.10.11
(施)昭44.10.11

事務局

3083 13
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

都道府県家族会「事業だより」登載原稿送付につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44. 4. 4
(決)昭44. 4. 8
(施)昭44. 4. 8

事務局

3083 14
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

ブラジル国サンパウロ州農務長官からの礼状　供
覧

昭和４４年度
(起)昭44. 3.31
(決)昭44. 4. 1

事務局

3083 15
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

ブラジル国サンパウロ州知事に対する書簡並びに
黒松の種子贈呈について（伺）

昭和４３年度
(起)昭43. 9.10
(決)昭43. 9.17
(施)昭43. 9.17

事務局

3083 16
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

ブラジル国「みどりの使節」記念植樹並びに歓迎
行事について

昭和４３年度 (起)昭43. 9. 9 事務局

3083 17
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

明治100年祝賀ブラジル国「みどりの使節団」に
ついて

昭和４３年度 (収)昭43. 8.29
日本海外移住家
族会連合会会長

3083 18
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

県職員の兼務委嘱について（伺） 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 1
(決)昭44. 4. 1
(施)昭44. 4. 1

事務局

3083 19
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度第１回理事会並びに監査会議事につい
て報告書

昭和４５年度 (収)昭45. 4.20
日本海外移住家
族会連合会会長

3083 20
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度定期総会並びに昭和45年度海外移住家
族全国大会開催について

昭和４５年度 (収)昭45. 4.20
日本海外移住家
族会連合会会長

3083 21
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

都道府県家族会「事業だより」登載原稿送付につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45. 8.11
(決)昭45. 8.18
(施)昭45. 8.18

事務局

3083 22
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度第２回理事会会議録について（伺） 昭和４５年度
(起)昭45.10.31
(決)昭45.10.31
(施)昭45.10.31

事務局

3083 23
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第２回理事会議案について（伺） 昭和４５年度
(起)昭45.10.26
(決)昭45.10.28
(施)昭45.10.28

事務局

3083 24
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度第２回理事会開催について 昭和４５年度
(起)昭45.10.21
(決)昭45.10.23
(施)昭45.10.23

事務局

3083 25
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度第２回理事会の結果について（お知ら
せ）

昭和４５年度
(起)昭45.11. 2
(決)昭45.11. 7
(施)昭45.11. 7

事務局
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3083 26
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

都道府県家族会「事業だより」登載原稿送付につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45.11.20
(決)昭45.11.24
(施)昭45.11.24

事務局

3083 27
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

機関紙「移住家族」事業だより欄登載原稿につい
て

昭和４５年度
(起)昭46. 3. 1
(決)昭46. 3. 5
(施)昭46. 3. 5

事務局

3083 28
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度地区別懇談会の模様について（お知ら
せ）

昭和４５年度
(起)昭46. 2.24
(決)昭46. 3. 1
(施)昭46. 3. 1

事務局

3083 29
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

礼状 昭和４５年度
(起)昭46. 2.18
(決)昭46. 2.20
(施)昭46. 2.20

事務局

3083 30
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

昭和45年度海外移住者家族地区別懇談会配布資料
について（伺）

昭和４５年度
(起)昭46. 2. 3
(決)昭46. 2. 4
(施)昭46. 2. 5

事務局

3083 31
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

地区別懇談会講師依頼 昭和４５年度
(起)昭46. 2. 3
(決)昭46. 2. 5
(施)昭46. 2. 5

事務局

3083 32
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

海外移住地区別懇談会開催について（伺） 昭和４５年度 (起)昭46. 1.20 事務局

3083 33
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

地区別懇談会について（依頼） 昭和４５年度 (起)昭46. 1. 6 事務局

3083 34
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

都道府県家族会調書提出について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.10
(決)昭46. 3.10
(施)昭46. 3.10

事務局

3083 35
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

静岡県海外移住家族会調書送付について 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 5
(決)昭45. 3.10
(施)昭45. 3.11

事務局

3083 36
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第９次海外移住家族会南米慰問団員の渡航手続書
類の送付について

昭和４５年度
(起)昭45. 8. 4
(決)昭45. 8. 4
(施)昭45. 8. 4

事務局

3083 37
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第９次（昭和45年度上期）海外移住者父兄現地派
遣者決定について

昭和４５年度
(起)昭45. 7.15
(決)昭45. 7.17
(施)昭45. 7.18

事務局

3083 38
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第９次（昭和45年度上期）海外移住者父兄現地派
遣者推薦について（伺）

昭和４５年度
(起)昭45. 6.29
(決)昭45. 6.29
(施)昭45. 6.29

事務局

3083 39
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第９次（昭和45年度上期）海外移住者父兄現地派
遣希望者について

昭和４５年度 (起)昭45. 6. 4 事務局

3083 40
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

海外移住者父兄現地派遣者壮行会の開催について
（伺）

昭和４５年度 (起)昭45.12. 1 事務局

3083 41
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第10次海外移住家族会南米慰問団員の渡航手続き
書類の送付について

昭和４５年度
(起)昭45.11.21
(決)昭45.11.28
(施)昭45.12. 1

事務局

3083 42
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第10次（昭和45年度下期）海外移住者父兄現地派
遣者決定について

昭和４５年度
(起)昭45.11.17
(決)昭45.11.20
(施)昭45.11.20

事務局

3083 43
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第10次（昭和45年度下期）海外移住者父兄現地派
遣者推薦について（伺）

昭和４５年度
(起)昭45.10.26
(決)昭45.10.28
(施)昭45.10.28

事務局

3083 44
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第10次（昭和45年度）移住者父兄現地派遣希望者
について

昭和４５年度 (起)昭45.10. 5 事務局

3083 45
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第９次移住者父兄南米慰問団報告 昭和４５年度

3083 46
昭和45年度海外移住家族会（静岡
県海外移住家族会）

第10次海外移住者家族会南米慰問団本県代表〔個
人名〕の視察報告書の件

昭和４６年度
(起)昭46. 8.11
(決)昭46. 8.11
(施)昭46. 8.21

事務局
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3084 1
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

ブラジル国在住の移住功労者に対し感謝状の追加
贈呈方内申

昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(施)昭47. 4.24

事務局

3084 2
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.24
(決)昭45. 9.26
(施)昭45. 9.26

事務局

3084 3
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

ブラジル国在住の移住功労者に対し感謝状贈呈方
内申

昭和４５年度
(起)昭45. 9.18
(決)昭45. 9.21
(施)昭45. 9.21

事務局

3084 4
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

ブラジル国関係海外移住功労者顕彰候補者内申に
ついて供覧

昭和４５年度 (起)昭45. 9. 2 事務局

3084 5
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰候補者推薦方について（重ね
て依頼）

昭和４４年度
(起)昭44.12. 8
(決)昭44.12.11
(施)昭44.12.11

事務局

3084 6
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰候補者推薦方について（依
頼）

昭和４４年度
(起)昭44. 4.11
(決)昭44. 4.11
(施)昭44. 4.12

事務局

3084 7
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰候補者推薦方について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.17
(決)昭44. 3.17
(施)昭44. 3.17

事務局

3084 8
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰候補者推薦方について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.13
(決)昭44. 2.17
(施)昭44. 2.17

事務局

3084 9
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

国際電報（伺） 昭和４３年度
(起)昭44. 1.24
(決)昭44. 1.24
(施)昭44. 1.24

事務局

3084 10
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰候補者推薦方について 昭和４３年度
(起)昭43.12.20
(決)昭43.12.24
(施)昭43.12.24

事務局

3084 11
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰について（伺） 昭和４３年度
(起)昭43.10.24
(決)昭43.10.28
(施)昭43.10.28

事務局

3084 12
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者第２次顕彰について 昭和４４年度
(起)昭44. 6.10
(決)昭44. 6.16
(施)昭44. 6.16

事務局

3084 13
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外在住の移住功労者に対し感謝状贈呈方第２次
内申について

昭和４４年度
(起)昭44. 5.28
(決)昭44. 5.31
(施)昭44. 5.31

事務局

3084 14
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.11
(決)昭44. 2.22
(施)昭44. 2.24

事務局

3084 15
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住の移住功労者に対し感謝状贈呈方につい
て内申

昭和４３年度
(起)昭44. 1.25
(決)昭44. 1.28
(施)昭44. 1.28

事務局

3084 16
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰について（通知） 昭和４３年度
(起)昭44. 2.11
(決)昭44. 2.14
(施)昭44. 2.17

事務局

3084 17
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰について新聞発表（伺） 昭和４３年度
(起)昭44. 2.10
(決)昭44. 2.10
(施)昭44. 2.10

事務局

3084 18
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

移住功労者選考の件 昭和４３年度
(起)昭44. 1.21
(決)昭44. 1.22
(施)昭44. 1.22

事務局

3084 19
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

推薦状の送付について 昭和４３年度
(起)昭43.12. 4
(決)昭43.12. 8
(施)昭43.12. 8

事務局

3084 20
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

移住功労者の選考について 昭和４３年度
(起)昭44. 1.21
(決)昭44. 1.22
(施)昭44. 1.22

事務局

3084 21
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰について 昭和４３年度
(起)昭43.12. 4
(決)昭43.12. 7
(施)昭43.12. 8

事務局
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3084 22
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰について 昭和４３年度
(起)昭43.12. 4
(決)昭43.12.10
(施)昭43.12.10

事務局

3084 23
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

「海外移住功労者顕彰名簿」の巻頭挨拶について 昭和４３年度
(起)昭44. 2. 6
(決)昭44. 2. 8

事務局

3084 24
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

「海外移住功労者顕彰名簿」印刷（伺） 昭和４３年度
(起)昭44. 2. 4
(決)昭44. 2. 4

事務局

3084 25
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

（本県出身者について） 昭和４３年度
(起)昭43.12.20
(決)昭43.12.24
(施)昭43.12.24

事務局

3084 26
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

移住功労者顕彰方の書状ご送達お礼 昭和４３年度
(起)昭43.12. 4
(決)昭43.12.10

事務局

3084 27
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

静岡県出身者にご連絡方（お願い） 昭和４３年度
(起)昭43.10.31
(決)昭43.10.31
(施)昭43.10.31

事務局

3084 28
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

国内在住の移住功労者表彰について（伺） 昭和４３年度
(起)昭44. 1.28
(決)昭44. 1.30

事務局

3084 29
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰記念品購入（伺） 昭和４３年度
(起)昭44. 1. 7
(決)昭44. 1. 9
(施)昭44. 1. 9

事務局

3084 30
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住関係功労者顕彰内規制定（伺） 昭和４３年度
(起)昭43. 9.11
(決)昭43.10.18

事務局

3084 31
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

移住功労者の外務大臣表彰候補者推薦について 昭和４３年度
(起)昭43.10.11
(決)昭43.10.14
(施)昭43.10.14

事務局

3084 32
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者表彰について 昭和４３年度
(起)昭43.12.13
(決)昭43.12.16
(施)昭43.12.16

事務局

3084 33
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住事業功労者被表彰者候補推薦について 昭和４３年度
(起)昭43.10.11
(決)昭43.10.14
(施)昭43.10.14

事務局

3084 34
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

移住功労者の外務大臣表彰候補者推薦について 昭和４３年度
(起)昭43.10.11
(決)昭43.10.14
(施)昭43.10.14

事務局

3084 35
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

依頼の件「２月７日までに感謝状がほしい」 昭和４３年度
(起)昭44. 2. 4
(決)昭44. 2. 4
(施)昭44. 2. 4

事務局

3084 36
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

表彰式挙行について（お知らせ） 昭和４３年度
(起)昭44. 2. 4
(決)昭44. 2. 6

事務局

3084 37
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

朱塗三つ重ね木杯購入（伺） 昭和４３年度
(起)昭44. 1.10
(決)昭44. 1.11
(施)昭44. 1.11

事務局

3084 38
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

海外移住功労者顕彰記念品購入（伺） 昭和４３年度
(起)昭44. 1. 7
(決)昭44. 1. 9
(施)昭44. 1. 9

事務局

3084 39
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

南加静岡クラブ会長に対し感謝状贈呈方内申 昭和４２年度
(起)昭42. 7.20
(決)昭42. 7.28
(施)昭42. 7.28

事務局

3084 40
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

感謝状贈呈について照会 昭和４２年度 (起)昭42. 5.20 事務局

3084 41
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

叙勲候補者の調査について（報告） 昭和４５年度
(起)昭45. 4. 6
(決)昭45. 4. 6
(施)昭45. 4. 6

後継者養成課

3084 42
昭和44年海外移住百年記念海外移
住功労者顕彰関係

記念品保管方依頼 昭和４８年度
(起)昭48.10.11
(決)昭48.10.11
(施)昭48.10.11

後継者養成課
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3085 1 県費留学生関係綴
県費留学生〔個人名〕　留学中途辞退につき
（伺）

昭和４５年度 (起)昭45. 8. 7 後継者養成課

3085 2 県費留学生関係綴
県費留学生〔個人名〕　帰国旅費支給について
（伺）

昭和４５年度
(起)昭45. 8. 7
(決)昭45. 8.20
(施)昭45. 8.20

後継者養成課

3085 3 県費留学生関係綴 昭和45年度県費留学生受入れについて（伺） 昭和４４年度
(起)昭44.11.26
(決)昭44.12. 6

後継者養成課

3085 4 県費留学生関係綴 県費留学生引受決定電報打電伺 昭和４４年度
(起)昭44.12.26
(決)昭44.12.26
(施)昭44.12.26

事務局

3085 5 県費留学生関係綴 電報 昭和４５年度
(起)昭45. 4. 1
(決)昭45. 4. 1
(施)昭45. 4. 1

後継者養成課

3085 6 県費留学生関係綴 留学証明書送付について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.13
(決)昭47. 5.17
(施)昭47. 5.17

後継者養成課

3085 7 県費留学生関係綴 県費留学生研究・履修証明について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.13
(決)昭47. 4.20

後継者養成課

3085 8 県費留学生関係綴 県費留学生引受け決定電報について（伺） 昭和４５年度
(起)昭45.12.10
(決)昭45.12.11
(施)昭45.12.18

後継者養成課

3085 9 県費留学生関係綴 昭和46年度県費留学生受け入れについて伺 昭和４５年度
(起)昭45.11. 6
(決)昭45.11.17
(施)昭45.11.18

後継者養成課

3085 10 県費留学生関係綴 昭和47年度県費留学生追加受入れについて（伺） 昭和４７年度 (起)昭47. 4. 1 後継者養成課

3085 11 県費留学生関係綴 電報打電 昭和４６年度 (起)昭47. 3.24 後継者養成課

3085 12 県費留学生関係綴 電報打電 昭和４６年度
(起)昭47. 3.17
(決)昭47. 3.18
(施)昭47. 3.18

後継者養成課

3085 13 県費留学生関係綴 県費留学生の追加推薦について（依頼） 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 9 後継者養成課

3085 14 県費留学生関係綴 県費留学生について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.24
(決)昭47. 2.24
(施)昭47. 2.24

後継者養成課

3085 15 県費留学生関係綴 留学生の追加 昭和４６年度
(起)昭47. 2.23
(決)昭47. 2.24
(施)昭47. 2.24

後継者養成課

3085 16 県費留学生関係綴 昭和47年度本県県費留学生の待遇について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 9
(決)昭47. 2.10
(施)昭47. 2.10

後継者養成課

3085 17 県費留学生関係綴 電報伺 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 9
(決)昭47. 2. 9
(施)昭47. 2. 9

後継者養成課

3085 18 県費留学生関係綴 電報伺 昭和４６年度
(起)昭47. 1.29
(決)昭47. 1.31
(施)昭47. 1.31

後継者養成課

3085 19 県費留学生関係綴 電報伺 昭和４６年度
(起)昭47. 1.26
(決)昭47. 1.26
(施)昭47. 1.26

後継者養成課

3085 20 県費留学生関係綴 電報 昭和４６年度
(起)昭47. 1.24
(決)昭47. 1.24
(施)昭47. 1.24

後継者養成課

3085 21 県費留学生関係綴
昭和47年度本県県費留学生再度推薦方について
（依頼）

昭和４６年度
(起)昭46.12.10
(決)昭46.12.18
(施)昭46.12.18

後継者養成課
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3085 22 県費留学生関係綴 昭和47年度県費留学生推薦方について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.20
(決)昭46. 8.23
(施)昭46. 8.23

後継者養成課

3085 23 県費留学生関係綴 昭和46年度県費留学生推薦方について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.24
(決)昭45. 9.24
(施)昭45. 9.25

後継者養成課

3085 24 県費留学生関係綴
南米在住静岡県人子弟の日本留学生規程及び同細
則中改正について（伺）

昭和４４年度
(起)昭44.10. 1
(決)昭44.10. 6
(施)昭44.10. 6

後継者養成課

3085 25 県費留学生関係綴 昭和47年度県費留学生受入れについて（伺） 昭和４６年度
(起)昭46.12.14
(決)昭46.12.20

後継者養成課

3085 26 県費留学生関係綴 県費留学生引受け決定電報について（伺） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.20
(決)昭47. 1.20
(施)昭47. 1.24

後継者養成課

3085 27 県費留学生関係綴
〔個人名〕入国のための証明書作成について
（伺）

昭和４６年度 (起)昭47. 3.28 後継者養成課

3085 28 県費留学生関係綴 語学講師派遣について 昭和４７年度
(起)昭47.12.20
(決)昭47.12.27
(施)昭47.12.27

後継者養成課

3085 29 県費留学生関係綴 ブラジル語研修について（回報） 昭和４７年度 (起)昭47. 5.26 後継者養成課

3085 30 県費留学生関係綴
ブラジル国からの留学生からブラジル語の指導を
受けたいとの事について（伺）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.20
(施)昭47. 5.20

後継者養成課

3085 31 県費留学生関係綴 貴国からの留学生の大学履修証明について 昭和４７年度
(起)昭48. 2.15
(決)昭48. 2.16
(施)昭48. 2.16

後継者養成課

3085 32 県費留学生関係綴
県費留学生〔個人名〕の大学履修証明につき
（伺）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.13
(決)昭48. 2.13
(施)昭48. 2.13

後継者養成課

3085 33 県費留学生関係綴 県費留学生履修証明について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.29
(決)昭48. 1.29
(施)昭48. 1.31

後継者養成課

3085 34 県費留学生関係綴 旅客運賃の後払契約書の締結について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.27
(決)昭48. 3.28
(施)昭48. 3.29

後継者養成課

3085 35 県費留学生関係綴 返電伺 昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.19
(施)昭48. 3.19

後継者養成課

3085 36 県費留学生関係綴 県費留学生引受け決定電報について（伺） 昭和４７年度
(起)昭47.12.27
(決)昭47.12.27
(施)昭47.12.27

後継者養成課

3085 37 県費留学生関係綴 昭和48年度県費留学生について（照会） 昭和４７年度
(起)昭47.11.20
(決)昭47.11.22
(施)昭47.11.22

後継者養成課

3085 38 県費留学生関係綴 昭和48年度県費留学生受入れについて（伺） 昭和４７年度
(起)昭47.11.20
(決)昭47.12.11

後継者養成課

3085 39 県費留学生関係綴 昭和48年度県費留学生推薦方について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.28 後継者養成課

3085 40 県費留学生関係綴 県費留学生及び海外技術研修員等について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.25
(決)昭47. 8. 2
(施)昭47. 8. 2

後継者養成課

3085 41 県費留学生関係綴 昭和48年度県費留学生引受けについて 昭和４７年度
(起)昭47. 7.14
(施)昭47. 7.24

後継者養成課

3085 42 県費留学生関係綴 県費留学生並びに海外技術研修員制度について 昭和４６年度
(起)昭46.12.22
(決)昭46.12.23
(施)昭46.12.23

後継者養成課
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3085 43 県費留学生関係綴 ブラジル語講師派遣について 昭和４８年度
(起)昭48.12.14
(決)昭48.12.14
(施)昭48.12.15

後継者養成課

3085 44 県費留学生関係綴
昭和48年度県費留学生〔個人名〕の留学中途辞退
について（伺）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.25
(決)昭49. 1.28
(施)昭49. 1.28

後継者養成課

3085 45 県費留学生関係綴
昭和48年度県費留学生〔個人名〕の中途退学につ
いて

昭和４８年度
(起)昭49. 1.28
(決)昭49. 1.28
(施)昭49. 2. 8

後継者養成課

3086 1
昭和60年を目標とする市町村の基
本構想

富士箱根伊豆地域マスタープラン策定市町村調査
について

昭和４４年度 (起)昭44.10.13 企画課

3087 1
第７次総合開発計画農業、漁業の
主要指導資料

第７次総合開発計画農業、漁業の主要指導資料 昭和４４年度

3088 1
第７次計画経済部農地部検討会資
料

第７次計画経済部農地部検討会資料 昭和４４年度

3089 1 第７次総合計画農業関係資料 第７次総合計画農業関係資料 昭和４４年度

3090 1 第７次総合計画事前検討資料 第７次総合計画事前検討資料 昭和４４年度

3091 1
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.１

国鉄佐久間線建設期成同盟会総会 昭和４４年度

3091 2
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.１

国鉄佐久間線（二俣・浜松間）着工に関する請願
書

昭和４４年度
国鉄佐久間線建
設期成同盟会会
長

3092 1
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.２

昭和45年度国鉄佐久間線建設期成同盟会分担金の
納入について（案）

昭和４５年度
(起)昭45. 8. 3
(決)昭45. 8. 5
(施)昭45. 8. 7

調整課

3092 2
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.２

昭和45年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会 昭和４５年度

3092 3
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.２

ろ号特別第43回鉄道建設債券引受け肩代りによる
差額金の納入について（請求）

昭和４５年度
(起)昭45.10.23
(決)昭45.10.24
(施)昭45.10.26

調整課

3092 4
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.２

昭和45年度鉄道建設、国道建設等総合開発事業補
助金概算払承認申請書（案）

昭和４５年度
(起)昭45.10. 5
(決)昭45.10. 7
(施)昭45.10. 7

調整課

3092 5
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.２

補助金の交付について（決定） 昭和４５年度

3092 6
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.２

昭和45年度鉄道建設、国道建設等総合開発事業補
助金概算払承認申請書

昭和４５年度
(起)昭45.11. 5
(決)昭45.11. 6
(施)昭45.11. 7

調整課

3092 7
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.２

補助金の交付について（決定） 昭和４５年度

3092 8
佐久間線建設期成同盟会関係　
No.２

昭和45年度鉄道建設、国道建設等総合開発事業補
助金交付申請書

昭和４５年度
(起)昭45.10.23
(決)昭45.10.24
(施)昭45.10.26

調整課

3093 1 伊東線関係　No.１ 伊東線複線化期成同盟会総会議案 昭和４７年度

3093 2 伊東線関係　No.１
伊東線複線化工事に伴なう利用債の引受け消化に
ついて（供覧）

昭和４７年度 (起)昭48. 2.26 調整課
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3093 3 伊東線関係　No.１ 伊東線複線化促進運動について（伺い） 昭和４６年度 (起)昭47. 2.10 調整課

3093 4 伊東線関係　No.１ 伊東線の複線化について 昭和４６年度 (起)昭47. 2.15 調整課

3093 5 伊東線関係　No.１ 電話聴取について（伊東線複線化計画） 昭和４６年度 (起)昭47. 2. 4 調整課

3093 6 伊東線関係　No.１ 伊東線複線化期成同盟会総会について 昭和４６年度 (起)昭46.12. 6 調整課

3093 7 伊東線関係　No.１ 伊東線複線化（利用債）について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.19
(決)昭45. 9.22

調整課

3094 1 鉄道新線建設促進全国協議会
来年度鉄道新線建設予算獲得の陳情電報について
（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45.12.22
(決)昭45.12.23

調整課

3094 2 鉄道新線建設促進全国協議会
鉄道新線建設予算獲得のためのはがき陳情につい
て（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45.11. 5
(決)昭45.11. 6

調整課

3094 3 鉄道新線建設促進全国協議会 鉄建協理事評議員合同研修会について 昭和４５年度
(起)昭45.10. 7
(決)昭45.10. 8

調整課

3094 4 鉄道新線建設促進全国協議会
鉄道新線建設促進全国協議会第17回定期全国大会
について（供覧）

昭和４５年度
(起)昭45. 5.27
(決)昭45. 6. 1

調整課

3094 5 鉄道新線建設促進全国協議会 鉄建協役員の就任について（供覧） 昭和４５年度
(起)昭45. 6. 9
(決)昭45. 6.10

調整課

3095 1 に号特別鉄道債券綴
国鉄増強事業実施に伴う特別利用債の消化につい
て（供覧）

昭和４０年度 (起)昭40. 5.21 調整課

3095 2 に号特別鉄道債券綴
国鉄増強事業実施に伴う特別鉄道債券の消化につ
いて（供覧）

昭和４０年度 (起)昭40. 8.16 調整課

3095 3 に号特別鉄道債券綴
特別鉄道債券および特別鉄道建設債券の処理につ
いて（供覧）

昭和４０年度 (起)昭40. 7.20 調整課

3095 4 に号特別鉄道債券綴
静岡県国鉄線整備促進協議会設置について（伺
い）

昭和４０年度 (起)昭40. 8.19 調整課

3095 5 に号特別鉄道債券綴
昭和40年度国鉄特別債「に号特別鉄道債券」の引
受けについて

昭和４０年度 (起)昭40. 8.31 調整課

3095 6 に号特別鉄道債券綴
静岡県国鉄線整備促進協議会委員の委嘱について
（伺い）

昭和４０年度
(起)昭40. 9. 1
(決)昭40. 9.13
(施)昭40. 9.15

調整課

3095 7 に号特別鉄道債券綴
静岡県国鉄線整備促進協議会会長印の作成につい
て（伺い）

昭和４０年度 (起)昭40. 9. 1 調整課

3095 8 に号特別鉄道債券綴 静岡県国鉄線整備促進協議会の開催について 昭和４０年度
(起)昭40. 9. 9
(決)昭40. 9.13
(施)昭40. 9.15

調整課

3095 9 に号特別鉄道債券綴 「に号特別鉄道債券」売買覚書写の送付について 昭和４０年度 (起)昭40. 9.15 調整課

3095 10 に号特別鉄道債券綴 覚書供覧 昭和４０年度
(起)昭40. 9.15
(決)昭40. 9.25

調整課

3095 11 に号特別鉄道債券綴
鉄道利用債肩代わり金融機関等の引き受け利回り
について（回答）

昭和４０年度
(起)昭40. 9.30
(決)昭40.10. 2
(施)昭40.10. 2

調整課
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3095 12 に号特別鉄道債券綴
静岡県国鉄線整備促進協議会における会長挨拶に
ついて（伺い）

昭和４０年度 (起)昭40. 9.22 調整課

3095 13 に号特別鉄道債券綴
「に号特別鉄道債券」の申込手続きについて（伺
い）

昭和４０年度
(起)昭40. 9.17
(決)昭40. 9.18
(施)昭40. 9.20

調整課

3096 1 台風26号災害救助費綴　No.１ 災害救助法の適用について（回答） 昭和４１年度 (収)昭41.10.12 厚生省社会局長

3096 2 台風26号災害救助費綴　No.１ 災害救助法の適用について（協議） 昭和４１年度 (起)昭41. 9.25 社会課

3096 3 台風26号災害救助費綴　No.１ 災害救助費の支出について 昭和４１年度
(起)昭42. 1. 5
(決)昭42. 1.14

社会課

3096 4 台風26号災害救助費綴　No.１
台風26号災害にかかわる災害救助費繰替支弁金請
求について

昭和４１年度 (収)昭41.11.30 梅ケ島村長

3096 5 台風26号災害救助費綴　No.１
台風26号災害にかかわる災害救助費繰替支弁金請
求について

昭和４１年度 (収)昭41.12. 1 富士川町長

3096 6 台風26号災害救助費綴　No.１
台風26号災害にかかわる災害救助費繰替支弁金請
求について

昭和４１年度 (収)昭41.12. 5 御殿場市長

3096 7 台風26号災害救助費綴　No.１ 災害救助法の適用について 昭和４１年度 (起)昭41. 9.25 社会課

3096 8 台風26号災害救助費綴　No.１ 災害救助法の適用について 昭和４１年度 (起)昭41. 9.25 社会課

3096 9 台風26号災害救助費綴　No.１ 災害救助法の適用について 昭和４１年度 (起)昭41. 9.25 社会課

3097 1 台風26号災害救助費綴　No.２
昭和41年度災害救助費補助金交付額の確定につい
て

昭和４２年度 (収)昭42. 5. 4 厚生省社会局長

3097 2 台風26号災害救助費綴　No.２ 昭和41年度災害救助費交付金の追加交付 昭和４１年度
(起)昭42. 3.20
(決)昭42. 3.20

社会課

3097 3 台風26号災害救助費綴　No.２
昭和41年度災害救助費国庫負担金の精算交付申請
について

昭和４１年度
(起)昭42. 3.11
(決)昭42. 3.16
(施)昭42. 3.31

社会課

3097 4 台風26号災害救助費綴　No.２
昭和41年度災害救助法による応急救助に要する経
費に対する国庫負担について

昭和４１年度 (収)昭42. 3.16 厚生省社会局長

3097 5 台風26号災害救助費綴　No.２
昭和41年度災害救助費国庫負担金の概算額交付申
請について

昭和４１年度 (起)昭41.11.25 社会課

3097 6 台風26号災害救助費綴　No.２
昭和41年度発生災害にかかる災害救助法による救
助の実施状況に関する調査結果（復命）

昭和４１年度 (起)昭42. 2.13 社会課

3097 7 台風26号災害救助費綴　No.２ 災害救助費の支出について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.28
(決)昭42. 2.16

社会課

3098 1
昭和41年10月12日集中豪雨災害救
助費関係綴

災害救助費の支出について 昭和４１年度
(起)昭41.12.27
(決)昭42. 1.14

社会課

3098 2
昭和41年10月12日集中豪雨災害救
助費関係綴

災害救助法の適用について 昭和４１年度 (起)昭41.10.13 社会課

3099 1 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.30
(決)昭45. 3.30

社会課
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3099 2 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.30
(決)昭45. 3.30

社会課

3099 3 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.20
(決)昭45. 3.23

社会課

3099 4 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.20
(決)昭45. 3.23

社会課

3099 5 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度 (起)昭45. 2.12 社会課

3099 6 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度 (起)昭45. 2.12 社会課

3099 7 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度 (起)昭44.11.18 社会課

3099 8 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度 (起)昭44.11.19 社会課

3099 9 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度 (起)昭44.10.28 社会課

3099 10 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度 (起)昭44.10.28 社会課

3099 11 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度 (起)昭44.10.13 社会課

3099 12 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度 (起)昭44.10.13 社会課

3099 13 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.20 社会課

3099 14 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.20 社会課

3099 15 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.10
(決)昭44. 5.16

社会課

3099 16 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.10 社会課

3099 17 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度 (起)昭44. 4.15 社会課

3099 18 昭和44年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度 (起)昭44. 4.15 社会課

3100 1 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４５年度 (起)昭45.11.17 社会課

3100 2 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４５年度 (起)昭45.11.17 社会課

3100 3 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４５年度 (起)昭45.10.27 社会課

3100 4 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４５年度 (起)昭45.10.27 社会課
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3100 5 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４５年度 (起)昭45.10.15 社会課

3100 6 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４５年度 (起)昭45.10.15 社会課

3100 7 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４５年度 (起)昭45. 5.13 社会課

3100 8 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４５年度 (起)昭45. 5.13 社会課

3100 9 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４５年度 (起)昭45. 4.25 社会課

3100 10 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４５年度 社会課

3100 11 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４５年度 (起)昭45. 4.15 社会課

3100 12 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４５年度 (起)昭45. 4.15 社会課

3100 13 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の積立について 昭和４４年度 (起)昭45. 3.30 社会課

3100 14 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の利子収入について 昭和４４年度 (起)昭45. 3.30 社会課

3100 15 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の契約更新について（うかがい） 昭和４５年度 (起)昭45. 5.12 社会課

3100 16 昭和45年度救助基金関係 有価証券の保管について（供覧） 昭和４５年度 (起)昭45. 4. 7 社会課

3100 17 昭和45年度救助基金関係 災害救助基金の預金先変更について（うかがい） 昭和４４年度 (起)昭45. 3.18 社会課

3100 18 昭和45年度救助基金関係
昭和45年度災害救助基金積立状況について（報
告）

昭和４５年度 (起)昭45. 5.13 社会課

3101 1 社会福祉施設整備
昭和45年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交
付額の確定について

昭和４６年度 (収)昭46. 4.28 厚生省社会局長

3101 2 社会福祉施設整備
昭和45年度社会福祉施設等施設整備費補助金の繰
越手続き等について

昭和４５年度 (収)昭46. 2.27 厚生省社会局長

3101 3 社会福祉施設整備
昭和45年度の特別地方債にかかる国民年金特別融
資の決定について

昭和４５年度 (収)昭46. 1.11
民生部国民年金
課長

3101 4 社会福祉施設整備
昭和45年度社会福祉施設整備費に対する国庫負担
および県費負担の内示について

昭和４５年度
(起)昭45.11.21
(決)昭45.11.30
(施)昭45.11.30

社会課

3101 5 社会福祉施設整備
昭和45年度社会福祉施設整備費に対する国庫負担
に伴なう県費補助について（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 7.24
(決)昭45. 7.28
(施)昭45. 7.29

社会課

3101 6 社会福祉施設整備 電話聴取書 昭和４５年度 (起)昭45. 7.18 社会課

3101 7 社会福祉施設整備
昭和45年度社会福祉施設整備費の国庫負担（補
助）の内示について

昭和４５年度 (収)昭45. 7.23 厚生省社会局長
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3101 8 社会福祉施設整備 昭和45年度社会福祉施設整備費補助金について 昭和４５年度
(起)昭45.10.20
(決)昭45.10.20
(施)昭45.10.21

社会課

3101 9 社会福祉施設整備 社会福祉施設整備費の国庫負担（補助）について 昭和４５年度
(起)昭45.12.25
(決)昭45.12.26
(施)昭45.12.26

社会課

3101 10 社会福祉施設整備 社会福祉施設整備費の国庫負担（補助）について 昭和４５年度
(起)昭45. 8. 5
(決)昭45. 8. 5
(施)昭45. 8. 5

社会課

3101 11 社会福祉施設整備
昭和45年度社会福祉施設整備にかかる暖房設備費
の国庫負担（補助）について

昭和４５年度
(起)昭45. 8. 5
(決)昭45. 8. 5
(施)昭45. 8. 5

社会課

3101 12 社会福祉施設整備
老人福祉センター等施設整備費補助金交付要綱の
制定について（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45.10.12
(決)昭45.11. 5
(施)昭45.11. 5

社会課

3101 13 社会福祉施設整備
社会福祉施設整備費補助金交付要綱の制定につい
て（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45.10.12
(決)昭45.11. 4
(施)昭45.11. 4

社会課

3101 14 社会福祉施設整備
国民年金特別融資申請施設にかかる意見等につい
て（回答）

昭和４５年度
(起)昭45.10. 5
(決)昭45.10. 6
(施)昭45.10. 6

社会課

3101 15 社会福祉施設整備 昭和45年度社会福祉施設整備計画の協議について 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 2
(決)昭45. 3. 4

社会課

3101 16 社会福祉施設整備
昭和45年度における社会福祉施設整備計画の協議
について

昭和４４年度
(起)昭45. 2. 2
(決)昭45. 2. 3
(施)昭45. 2. 4

社会課

3102 1 浜松市老人福祉センター整備
昭和45年度老人福祉センター等施設整備費補助金
の交付確定について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.23
(決)昭46. 5. 4
(施)昭46. 5. 4

社会課

3102 2 浜松市老人福祉センター整備
昭和45年度老人福祉センター等施設整備費補助金
の交付について

昭和４５年度
(起)昭46. 3.18
(決)昭46. 3.25

社会課

3103 1 長泉町老人憩いの家整備
昭和45年度老人福祉センター等施設整備費補助金
の交付確定について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 5.10
(決)昭46. 5.15
(施)昭46. 5.15

社会課

3103 2 長泉町老人憩いの家整備
昭和45年度老人福祉センター等施設整備費補助金
の交付について

昭和４５年度
(起)昭46. 3.22
(決)昭46. 3.25

社会課

3104 1 大仁町老人憩いの家整備
昭和45年度老人福祉センター等施設整備費補助金
の交付について

昭和４５年度
(起)昭46. 3.18
(決)昭46. 3.25

社会課

3104 2 大仁町老人憩いの家整備
昭和45年度老人福祉センター等施設整備費補助金
の交付確定について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 5.13
(決)昭46. 5.15
(施)昭46. 5.15

社会課

3105 1 県有財産関係（児童会館）
静岡県児童会館運営委員会規則を廃止する規則の
制定について

昭和４７年度 (起)昭48. 3.20 児童課

3105 2 県有財産関係（児童会館） 静岡県児童会館事務の委任に関する協議について 昭和４５年度 (施)昭46. 3.16 児童課

3105 3 県有財産関係（児童会館） 静岡県児童会館事務の委任について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.13
(決)昭46. 3.15
(施)昭46. 3.15

児童課

3105 4 県有財産関係（児童会館） 静岡県児童会館事務の委任について（うかがい） 昭和４５年度
(起)昭46. 2.18
(決)昭46. 2.23
(施)昭46. 2.23

児童課

3105 5 県有財産関係（児童会館） 財産（建物）の所属替えについて（伺い） 昭和４５年度
(起)昭46. 2.27
(決)昭46. 3.  
(施)昭46. 3.31

児童課

3106 1 県有財産関係（保育専門学院） 財産の用途廃止及び引継ぎについて（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 3. 1
(決)昭46. 5.25
(施)昭46. 6.17

児童課
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3106 2 県有財産関係（保育専門学院） 登記簿謄本の無料交付について（申請） 昭和４６年度
(起)昭46. 6.12
(決)昭46. 6.14

児童課

3106 3 県有財産関係（保育専門学院） 電話加入権の所属替えについて（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 4.23
(決)昭46. 4.28

児童課

3106 4 県有財産関係（保育専門学院） 公有財産（建物）の所属替について（依頼） 昭和４１年度 (起)昭41. 9.21 児童課

3107 1 知事表彰関係（昭和45・46年度） 知事表彰候補者の調査について（依頼） 昭和４５年度 (収)昭45. 9. 4 企画調整部長

3107 2 知事表彰関係（昭和45・46年度） 知事表彰候補者の調査について（回答） 昭和４５年度
(起)昭45. 9.14
(施)昭45. 9.18

医務課

3107 3 知事表彰関係（昭和45・46年度） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４５年度
(起)昭45. 8.28
(施)昭45. 8.28

医務課

3107 4 知事表彰関係（昭和45・46年度） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４５年度 (起)昭45. 9.11 医務課

3107 5 知事表彰関係（昭和45・46年度） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４５年度
(起)昭45.10. 2
(決)昭45.10. 5

医務課

3107 6 知事表彰関係（昭和45・46年度）
永年勤続（25年以上）職員表彰式出欠報告書の提
出について（伺い）

昭和４５年度 (起)昭45.10. 9 医務課

3107 7 知事表彰関係（昭和45・46年度） 昭和45年度静岡県知事表彰受賞者の内定について 昭和４５年度 (起)昭45.10.12 医務課

3107 8 知事表彰関係（昭和45・46年度） 昭和46年度静岡県知事表彰の実施について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 3
(施)昭46. 8. 4

医務課

3107 9 知事表彰関係（昭和45・46年度） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 4
(施)昭46. 9. 6

医務課

3107 10 知事表彰関係（昭和45・46年度） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４６年度 (起)昭46. 8.12 医務課

3107 11 知事表彰関係（昭和45・46年度） 知事表彰候補者の調査について（回答） 昭和４６年度 (起)昭46. 9.13 医務課

3107 12 知事表彰関係（昭和45・46年度） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.30
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 1

医務課

3108 1 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４５年度
(起)昭45. 5.20
(決)昭45. 5.21

医務課

3108 2 表彰関係（藍・黄綬）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和４５年度 (起)昭45. 5.27 医務課

3108 3 表彰関係（藍・黄綬）
褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて
（伺い）

昭和４５年度
(起)昭45.  .  
(施)昭45. 5.30

医務課

3108 4 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４６年度 (起)昭46. 5.29 医務課

3108 5 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４６年度 (起)昭46. 5.17 医務課

3108 6 表彰関係（藍・黄綬）
褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて
（依頼）

昭和４６年度 (起)昭46. 5. 4 医務課
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3108 7 表彰関係（藍・黄綬）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和４６年度
(起)昭46. 5.27
(決)昭46. 5.27
(施)昭46. 5.27

医務課

3108 8 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４７年度
(起)昭47. 7.17
(決)昭47. 7.17
(施)昭47. 7.17

医務課

3108 9 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４７年度
(起)昭47. 6.30
(決)昭47. 7. 1
(施)昭47. 7. 1

医務課

3108 10 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４９年度
(起)昭49. 5.30
(決)昭49. 6. 3
(施)昭49. 6. 3

医務課

3108 11 表彰関係（藍・黄綬）
褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて
（回答）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.11
(施)昭48. 6.13

医務課

3108 12 表彰関係（藍・黄綬）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和４９年度 (起)昭49. 6. 6 医務課

3108 13 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４９年度
(起)昭49. 6.21
(決)昭49. 6.22
(施)昭49. 6.22

医務課

3108 14 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和５０年度 (起)昭50. 6.14 医務課

3108 15 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和５０年度
(起)昭50. 5.30
(決)昭50. 5.31
(施)昭50. 5.31

医務課

3108 16 表彰関係（藍・黄綬）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.16
(施)昭50. 6.16

医務課

3108 17 表彰関係（藍・黄綬） 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和５０年度
(起)昭50. 6.23
(決)昭50. 6.23
(施)昭50. 6.23

医務課

3109 1 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和44年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４３年度
(起)昭44. 1.17
(決)昭44. 1.17
(施)昭44. 1.17

医務課

3109 2 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和44年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４３年度
(起)昭44. 1.23
(決)昭44. 1.23
(施)昭44. 1.23

医務課

3109 3 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和44年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４４年度
(起)昭44. 6.25
(決)昭44. 6.25
(施)昭44. 6.25

医務課

3109 4 叙勲関係綴（昭和44年～46年）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和４４年度 (起)昭44. 6.30 医務課

3109 5 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和44年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４４年度
(起)昭44. 7. 4
(施)昭44. 7. 7

医務課

3109 6 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和45年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４４年度
(起)昭45. 1.10
(決)昭45. 1.10
(施)昭45. 1.10

医務課

3109 7 叙勲関係綴（昭和44年～46年）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和４４年度
(起)昭45. 1.16
(決)昭45. 1.16
(施)昭45. 1.16

医務課

3109 8 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和45年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４４年度 (起)昭45. 1.19 医務課

3109 9 叙勲関係綴（昭和44年～46年）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和４４年度
(起)昭45. 1.29
(決)昭45. 1.29

医務課

3109 10 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 春秋叙勲候補者等の調査について（回答） 昭和４５年度
(起)昭45. 4.16
(施)昭45. 4.19

医務課
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3109 11 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 叙位叙勲の申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.22
(決)昭45. 5.22
(施)昭45. 5.22

医務課

3109 12 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和45年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４５年度
(起)昭45. 6.30
(施)昭45. 6.30

医務課

3109 13 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和45年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４５年度 (起)昭45. 6.23 医務課

3109 14 叙勲関係綴（昭和44年～46年）
昭和45年秋の叙勲候補者の推せんについて（依
頼）

昭和４５年度 (起)昭45. 6.12 医務課

3109 15 叙勲関係綴（昭和44年～46年）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和４５年度
(起)昭45. 6.29
(施)昭45. 7. 1

医務課

3109 16 叙勲関係綴（昭和44年～46年） 昭和45年秋の叙勲受章者の内定について 昭和４５年度 (起)昭45.10.12 医務課

3110 1 叙勲関係綴（昭和46年春から）
昭和46年春の叙勲候補者の推せんについて（伺
い）

昭和４５年度
(起)昭45.11.28
(決)昭45.11.30
(施)昭45.11.30

医務課

3110 2 叙勲関係綴（昭和46年春から） 身分証明書の作成について（依頼） 昭和４５年度
(起)昭45.12.17
(施)昭45.12.18

医務課

3110 3 叙勲関係綴（昭和46年春から） 昭和46年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４５年度
(起)昭45.12.10
(決)昭45.12.10
(施)昭45.12.10

医務課

3110 4 叙勲関係綴（昭和46年春から） 昭和46年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４５年度
(起)昭45.12.17
(施)昭45.12.18

医務課

3110 5 叙勲関係綴（昭和46年春から）
昭和46年秋の叙勲候補者の推せんについて（伺
い）

昭和４６年度 (起)昭46. 6. 5 医務課

3110 6 叙勲関係綴（昭和46年春から） 身分証明書の作成について（依頼） 昭和４６年度
(起)昭46. 6.23
(決)昭46. 6.23
(施)昭46. 6.23

医務課

3110 7 叙勲関係綴（昭和46年春から） 昭和46年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４６年度 (起)昭46. 6.21 医務課

3110 8 叙勲関係綴（昭和46年春から） 昭和46年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４６年度 (起)昭46. 6.25 医務課

3110 9 叙勲関係綴（昭和46年春から） 死亡叙勲候補者の推せんについて 昭和４６年度
(起)昭46. 8.28
(施)昭46. 8.30

医務課

3110 10 叙勲関係綴（昭和46年春から）
昭和47年春の叙勲候補者の推せんについて（伺
い）

昭和４６年度 (起)昭46. 9.30 医務課

3110 11 叙勲関係綴（昭和46年春から） 身分証明書の作成について（依頼） 昭和４６年度
(起)昭46.12.13
(決)昭46.12.13
(施)昭46.12.13

医務課

3110 12 叙勲関係綴（昭和46年春から） 特旨叙位の上申について 昭和４６年度 (起)昭47. 2.23 医務課

3110 13 叙勲関係綴（昭和46年春から） 昭和47年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４６年度 (起)昭46.12.21 医務課

3110 14 叙勲関係綴（昭和46年春から） 昭和47年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４６年度 (起)昭46.12.11 医務課

3110 15 叙勲関係綴（昭和46年春から）
昭和47年春の叙勲受章者の勲章伝達及び賜謁につ
いて

昭和４７年度 (起)昭47. 4.24 医務課
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3110 16 叙勲関係綴（昭和46年春から）
戸籍抄本並びに身分証明書の作成について（依
頼）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.23 医務課

3110 17 叙勲関係綴（昭和46年春から） 叙位、特旨叙位の上申について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47. 6.27 医務課

3111 1 昭和43年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表 昭和４３年度

3112 1 昭和44年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表 昭和４４年度

3113 1 昭和45年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表 昭和４５年度

3114 1 狂犬病予防法施行20周年記念
狂犬病予防法施行20周年記念行事の実施について
（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45.10.16
(決)昭45.10.27
(施)昭45.10.27

公衆衛生課

3114 2 狂犬病予防法施行20周年記念 音楽隊派遣依頼について 昭和４５年度
(起)昭45.10.16
(決)昭45.10.23

公衆衛生課

3114 3 狂犬病予防法施行20周年記念 狂犬病予防法施行20周年行事の実施について 昭和４５年度
(起)昭45.11.18
(決)昭45.11.19
(施)昭45.11.19

公衆衛生課

3114 4 狂犬病予防法施行20周年記念 狂犬病予防業務功労職員等について（内申） 昭和４５年度
(起)昭45.12. 4
(決)昭45.12. 8
(施)昭45.12. 8

公衆衛生課

3114 5 狂犬病予防法施行20周年記念
狂犬病予防業務功労者県知事感謝状授与審査結果
について

昭和４５年度 (起)昭45.12. 1 公衆衛生課

3114 6 狂犬病予防法施行20周年記念
狂犬病予防法施行20周年行事実施にともなう案内
通知について

昭和４５年度 (起)昭45.11.27 公衆衛生課

3114 7 狂犬病予防法施行20周年記念
狂犬病予防法施行20周年記念行事会場配置飾付に
ついて

昭和４５年度 (起)昭45.12. 1 公衆衛生課

3114 8 狂犬病予防法施行20周年記念 県下合同畜犬慰れい祭の実施について 昭和４５年度 (起)昭45.11.27 公衆衛生課

3114 9 狂犬病予防法施行20周年記念
狂犬病予防法施行20周年記念行事次第等の印刷に
ついて

昭和４５年度 (起)昭45.12. 1 公衆衛生課

3114 10 狂犬病予防法施行20周年記念
狂犬病予防法施行20周年記念行事来賓案内状につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45.12. 1
(決)昭45.12. 4
(施)昭45.12. 5

公衆衛生課

3114 11 狂犬病予防法施行20周年記念 狂犬病予防法施行20周年記念行事実施について 昭和４５年度
(起)昭45.12. 1
(決)昭45.12. 5
(施)昭45.12. 5

公衆衛生課

3114 12 狂犬病予防法施行20周年記念
狂犬病予防業務功労者に対する感謝状贈呈につい
て

昭和４５年度 (起)昭45.12. 4 公衆衛生課

3114 13 狂犬病予防法施行20周年記念 懇親会について 昭和４５年度 (起)昭45.12. 7 公衆衛生課

3114 14 狂犬病予防法施行20周年記念
狂犬病予防法施行20周年記念行事開催事務局の編
成について

昭和４５年度 (起)昭45.12. 7 公衆衛生課

3114 15 狂犬病予防法施行20周年記念 「狂犬病予防のあゆみ」印刷について 昭和４５年度 (起)昭45.11.21 公衆衛生課

3114 16 狂犬病予防法施行20周年記念 狂犬病予防法施行20周年記念行事開催要領 昭和４５年度
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3114 17 狂犬病予防法施行20周年記念 狂犬病予防法施行20周年記念式記録 昭和４５年度

3115 1
静岡県優秀技能者賞揚候補者推薦
関係書類綴

静岡県優秀技能者賞揚候補者推薦関係書類 昭和４４年度 職業訓練課

3116 1
静岡県優秀技能者賞揚候補者推薦
調書

昭和45年度静岡県優秀技能者賞揚候補者名簿 昭和４５年度

3117 1 静岡県優秀技能者の賞揚関係綴
昭和44年度静岡県優秀技能者の賞揚について（伺
い）

昭和４４年度
(起)昭44.12.27
(決)昭45. 1. 7
(施)昭45. 1. 7

職業訓練課

3117 2 静岡県優秀技能者の賞揚関係綴
昭和44年度静岡県優秀技能者の賞揚についての新
聞発表原稿について（伺い）

昭和４４年度 (起)昭45. 1. 6 職業訓練課

3118 1 昭和45年度優秀技能者表彰関係
優秀技能者賞揚及び卓越技能者表彰候補者につい
て

昭和４５年度 (起)昭45. 8.12 職業訓練課

3118 2 昭和45年度優秀技能者表彰関係
昭和45年度静岡県優秀技能者賞揚被賞揚者名簿に
ついて（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45.11.26 職業訓練課

3118 3 昭和45年度優秀技能者表彰関係
昭和45年度静岡県優秀技能者の賞揚について（う
かがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 9.10
(決)昭45. 9.12

職業訓練課

3118 4 昭和45年度優秀技能者表彰関係 犯罪の調査について（依頼） 昭和４５年度 (起)昭45. 9.17 職業訓練課

3118 5 昭和45年度優秀技能者表彰関係 戸籍抄本及び身分調書について（依頼） 昭和４５年度 (起)昭45. 9. 7 職業訓練課

3118 6 昭和45年度優秀技能者表彰関係 優秀技能者の賞揚について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.18
(決)昭45. 5.25
(施)昭45. 5.25

職業訓練課

3119 1 昭和45年度叙勲・黄綬褒章関係
昭和45年秋の叙勲および賜杯候補者の推せんにつ
いて

昭和４５年度
(起)昭45. 6.17
(決)昭45. 6.19
(施)昭45. 6.19

職業訓練課

3120 1 浜北職業訓練所建設関係 浜松建築職業訓練所移転新築計画書

3120 2 浜北職業訓練所建設関係 県立職業訓練所誘致に関する陳情書 昭和４３年度
浜北職業訓練所
誘致推進既成同
盟

3120 3 浜北職業訓練所建設関係 訓練所誘致に関する陳情書等送付について 昭和４３年度 (収)昭43. 7.23 浜北市役所

3121 1 第１次職業訓練計画
専修職業訓練校設置問題打合せ会の経過報告につ
いて

昭和４４年度 (収)昭44.12.11
賀茂支庁労政課
長

3121 2 第１次職業訓練計画
金属プレス科に関する浜松地区金属プレス業界の
一見解について（復命書）

昭和４５年度 (起)昭45. 5.20 企画係

3121 3 第１次職業訓練計画 今後増設を必要とされる職種について 昭和４４年度 (収)昭44.11.21
掛川専修職業訓
練校長

3121 4 第１次職業訓練計画
都道府県職業訓練計画策定のための基礎資料の整
備等について

昭和４４年度 (収)昭45. 2. 9
労働省職業訓練
局長

3121 5 第１次職業訓練計画
第１回静岡県職業対策審議会職業訓練部会議事録
の供覧について

昭和４５年度 (起)昭45. 9. 8 職業訓練課
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3121 6 第１次職業訓練計画
第２回静岡県職業対策審議会職業訓練部会議事録
の供覧について

昭和４５年度 (起)昭45.10.  職業訓練課

3121 7 第１次職業訓練計画 職業訓練基本計画（草案）に対する意見 昭和４５年度 (起)昭45.10.31 職業訓練課

3121 8 第１次職業訓練計画 職業訓練基本計画（草案）に対する意見について 昭和４５年度
(起)昭45.10.12
(決)昭45.10.13

職業訓練課

3121 9 第１次職業訓練計画 職業訓練基本計画（草案）に対する意見について 昭和４５年度
(起)昭45.10. 5
(決)昭45.10. 6
(施)昭45.10. 6

職業訓練課

3121 10 第１次職業訓練計画
都道府県職業訓練計画に関するブロック別連絡会
議について（資料供覧）

昭和４５年度 (起)昭45.11.18 職業訓練課

3121 11 第１次職業訓練計画
第３回静岡県職業対策審議会職業訓練部会議事録
について（供覧）

昭和４５年度 (起)昭45.11.30 職業訓練課

3121 12 第１次職業訓練計画
静岡県職業訓練計画の策定に関する諮問並びに職
業訓練部会の審議経過について

昭和４５年度
(起)昭45.11.30
(決)昭45.12. 1
(施)昭45.12. 1

職業訓練課

3121 13 第１次職業訓練計画 職業訓練計画（案）に対する意見について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 5
(決)昭46. 3. 5
(施)昭46. 3. 5

職業訓練課

3121 14 第１次職業訓練計画 第４回職業訓練部会議事録の供覧について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.15
(決)昭46. 3.26

職業訓練課

3121 15 第１次職業訓練計画 第５回静岡県職業対策審議会職業訓練部会議事録 昭和４６年度 (起)昭46. 4.22 職業訓練課

3121 16 第１次職業訓練計画 静岡県職業訓練計画 昭和４６年度

3122 1
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

職業安定課

3122 2
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

職業安定課

3122 3
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

職業安定課

3122 4
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

職業安定課

3122 5
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

職業安定課

3122 6
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

職業安定課

3122 7
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

職業安定課

3122 8
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.13
(決)昭41. 6.14

職業安定課

3122 9
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.14
(決)昭41. 6.18

職業安定課

3122 10
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請に伴う意見書の進達に
ついて

昭和４１年度
(起)昭41. 5.17
(決)昭41. 5.19
(施)昭41. 5.20

職業安定課
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3122 11
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請に伴う再調査について 昭和４１年度
(起)昭41. 5. 9
(決)昭41. 5.10
(施)昭41. 5.11

職業安定課

3122 12
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請に伴う再調査について 昭和４１年度
(起)昭41. 4.13
(決)昭41. 4.14
(施)昭41. 4.15

職業安定課

3122 13
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.16
(決)昭41. 7.23

職業安定課

3122 14
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.16
(決)昭41. 7.23

職業安定課

3122 15
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.16
(決)昭41. 7.23

職業安定課

3122 16
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.16
(決)昭41. 7.23

職業安定課

3122 17
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.16
(決)昭41. 7.23

職業安定課

3122 18
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.16
(決)昭41. 7.23

職業安定課

3122 19
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和４１年度
(起)昭41. 5.11
(決)昭41. 5.14

職業安定課

3122 20
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和４１年度
(起)昭41. 5.11
(決)昭41. 5.14

職業安定課

3122 21
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.10
(決)昭41. 8.11

職業安定課

3122 22
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.10
(決)昭41. 8.11

職業安定課

3122 23
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.10
(決)昭41. 8.11

職業安定課

3122 24
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.10
(決)昭41. 8.11

職業安定課

3122 25
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.10
(決)昭41. 8.11

職業安定課

3122 26
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.11
(決)昭41. 8.13

職業安定課

3122 27
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業の廃止について 昭和４１年度
(起)昭41. 9. 5
(決)昭41. 9. 6

職業安定課

3122 28
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.15
(決)昭41. 8.17

職業安定課

3122 29
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業の変更許可について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.27
(決)昭41.10. 1

職業安定課

3122 30
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

営利職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４１年度
(起)昭41. 9.27
(決)昭41. 9.30

職業安定課

3122 31
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.21
(決)昭41. 9.26

職業安定課
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3122 32
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.21
(決)昭41. 9.26

職業安定課

3122 33
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.21
(決)昭41. 9.26

職業安定課

3122 34
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４１年度
(起)昭41.10.27
(決)昭41.10.31
(施)昭41.10.31

職業安定課

3122 35
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.28
(決)昭41.10.18

職業安定課

3122 36
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41.10.18
(決)昭41.10.20

職業安定課

3122 37
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41.10.18
(決)昭41.10.20

職業安定課

3122 38
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41.11.11
(決)昭41.11.15

職業安定課

3122 39
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41.11.11
(決)昭41.11.15

職業安定課

3122 40
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41.10.18
(決)昭41.10.20

職業安定課

3122 41
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業の廃止について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.13
(決)昭41. 9.17

職業安定課

3122 42
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.22
(決)昭41. 9.30

職業安定課

3122 43
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和４１年度
(起)昭41.11. 5
(決)昭41.11. 8

職業安定課

3122 44
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和４１年度
(起)昭41.11.17
(決)昭41.11.22

職業安定課

3122 45
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41.12. 5
(決)昭41.12. 6

職業安定課

3122 46
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41.12. 5
(決)昭41.12. 6

職業安定課

3122 47
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭41.12. 5
(決)昭41.12. 6

職業安定課

3122 48
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

営利職業紹介事業保証金の供託について 昭和４１年度
(起)昭41.12.17
(決)昭41.12.22
(施)昭41.12.22

職業安定課

3122 49
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.16
(決)昭42. 1.21

職業安定課

3122 50
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.16
(決)昭42. 1.21

職業安定課

3122 51
有料職業紹介事業許可申請書　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.16
(決)昭42. 1.21

職業安定課

3123 1
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 2.13
(決)昭42. 2.14

職業安定課
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3123 2
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 2.13
(決)昭42. 2.14

職業安定課

3123 3
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.16
(決)昭42. 1.21

職業安定課

3123 4
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

営利職業紹介事業保証金の供託について 昭和４１年度
(起)昭42. 2. 2
(決)昭42. 2.10
(施)昭42. 2.14

職業安定課

3123 5
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 3. 6
(決)昭42. 3. 7

職業安定課

3123 6
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４１年度
(起)昭42. 3. 6
(決)昭42. 3. 7

職業安定課

3123 7
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 4.18 職業安定課

3123 8
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 4.18 職業安定課

3123 9
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 4.18 職業安定課

3123 10
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 4.18 職業安定課

3123 11
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 4.18 職業安定課

3123 12
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

職業紹介事業の変更許可申請について 昭和４２年度
(起)昭42. 4.26
(決)昭42. 4.27
(施)昭42. 5. 2

職業安定課

3123 13
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 5.10 職業安定課

3123 14
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業変更届について 昭和４１年度
(起)昭42. 2. 1
(決)昭42. 2. 8

職業安定課

3123 15
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.10 職業安定課

3123 16
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.10 職業安定課

3123 17
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.10 職業安定課

3123 18
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.10 職業安定課

3123 19
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.10 職業安定課

3123 20
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 7.15 職業安定課

3123 21
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 7.15 職業安定課

3123 22
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 7.15 職業安定課
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3123 23
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 7.15 職業安定課

3123 24
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 7.15 職業安定課

3123 25
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 8.14 職業安定課

3123 26
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 8.14 職業安定課

3123 27
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 8.14 職業安定課

3123 28
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４２年度
(起)昭42. 8.22
(決)昭42. 8.26
(施)昭42. 8.28

職業安定課

3123 29
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業廃止について 昭和４２年度
(起)昭42. 7.24
(決)昭42. 7.28
(施)昭42. 7.28

職業安定課

3123 30
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 9.16 職業安定課

3123 31
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42. 9.16 職業安定課

3123 32
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４２年度
(起)昭42. 9.28
(決)昭42.10. 4
(施)昭42.10. 4

職業安定課

3123 33
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業廃止について 昭和４２年度
(起)昭42. 8.17
(決)昭42. 8.22
(施)昭42. 8.22

職業安定課

3123 34
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.10.12 職業安定課

3123 35
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.10.12 職業安定課

3123 36
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.10.12 職業安定課

3123 37
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.10.12 職業安定課

3123 38
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.12.16 職業安定課

3123 39
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.12.16 職業安定課

3123 40
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

営利職業紹介事業保証金の供託について 昭和４２年度
(起)昭42.12.22
(決)昭42.12.25
(施)昭42.12.26

職業安定課

3123 41
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

営利職業紹介事業保証金の供託について 昭和４２年度
(起)昭43. 1. 8
(決)昭43. 1.12
(施)昭43. 1.12

職業安定課

3123 42
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.10.12 職業安定課

3123 43
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.11.14 職業安定課
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3123 44
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業変更届について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.18
(決)昭42. 9.25
(施)昭42. 9.25

職業安定課

3123 45
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４２年度
(起)昭42.10.18
(決)昭42.10.26
(施)昭42.10.26

職業安定課

3123 46
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業廃止について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.23
(決)昭42. 9.27
(施)昭42. 9.28

職業安定課

3123 47
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.11.14 職業安定課

3123 48
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.11.14 職業安定課

3123 49
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.12.16 職業安定課

3123 50
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.12.16 職業安定課

3123 51
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.12.16 職業安定課

3123 52
有料職業紹介事業許可申請書　
No.３

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭42.12.16 職業安定課

3124 1
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 1.18 職業安定課

3124 2
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 1.18 職業安定課

3124 3
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 2.26 職業安定課

3124 4
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 2.26 職業安定課

3124 5
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 2.26 職業安定課

3124 6
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 2.26 職業安定課

3124 7
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業変更届について 昭和４２年度
(起)昭43. 3. 8
(決)昭43. 3.11
(施)昭43. 3.11

職業安定課

3124 8
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業変更届について 昭和４２年度
(起)昭43. 3.26
(決)昭43. 3.28
(施)昭43. 3.29

職業安定課

3124 9
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.28 職業安定課

3124 10
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.30 職業安定課

3124 11
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.30 職業安定課

3124 12
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.28 職業安定課
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3124 13
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.28 職業安定課

3124 14
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４２年度 (起)昭43. 3.28 職業安定課

3124 15
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業変更届について 昭和４３年度
(起)昭43. 5. 6
(決)昭43. 5. 9
(施)昭43. 5. 9

職業安定課

3124 16
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業変更届について 昭和４３年度
(起)昭43. 5. 6
(決)昭43. 5. 9
(施)昭43. 5. 9

職業安定課

3124 17
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 5.27 職業安定課

3124 18
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 5.27 職業安定課

3124 19
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 5.27 職業安定課

3124 20
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7. 3 職業安定課

3124 21
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7. 3 職業安定課

3124 22
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7. 3 職業安定課

3124 23
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7. 3 職業安定課

3124 24
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7. 3 職業安定課

3124 25
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7. 3 職業安定課

3124 26
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7. 3 職業安定課

3124 27
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7.22 職業安定課

3124 28
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 7.22 職業安定課

3124 29
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 4.16 職業安定課

3124 30
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 8.28 職業安定課

3124 31
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 8.28 職業安定課

3124 32
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 8.28 職業安定課

3124 33
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 8.28 職業安定課
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3124 34
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４３年度
(起)昭43. 8.28
(決)昭43. 9. 3
(施)昭43. 9. 4

職業安定課

3124 35
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４３年度
(起)昭43. 8.28
(決)昭43. 9. 3
(施)昭43. 9. 4

職業安定課

3124 36
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業廃止届について 昭和４３年度
(起)昭43. 5.30
(決)昭43. 6. 5
(施)昭43. 6. 6

職業安定課

3124 37
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

営利職業紹介事業保証金の供託について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.12
(決)昭43. 9.14
(施)昭43. 9.16

職業安定課

3124 38
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

営利職業紹介事業保証金の供託について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.16
(決)昭43. 9.17
(施)昭43. 9.18

職業安定課

3124 39
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

職業紹介事業変更許可申請について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.16
(決)昭43. 9.17
(施)昭43. 9.18

職業安定課

3124 40
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 9.24 職業安定課

3124 41
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 9.24 職業安定課

3124 42
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 9.24 職業安定課

3124 43
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 9.24 職業安定課

3124 44
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 9.24 職業安定課

3124 45
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43. 9.24 職業安定課

3124 46
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.10.25 職業安定課

3124 47
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.10.25 職業安定課

3124 48
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.10.25 職業安定課

3124 49
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業変更届について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.24
(決)昭43.10. 1
(施)昭43.10. 1

職業安定課

3124 50
有料職業紹介事業許可申請書　
No.４

有料職業紹介事業変更届について 昭和４３年度
(起)昭43.10.11
(決)昭43.10.15
(施)昭43.10.15

職業安定課

3125 1
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.11.30 職業安定課

3125 2
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.11.30 職業安定課

3125 3
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.11.30 職業安定課

3125 4
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.11.30 職業安定課
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3125 5
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.11.30 職業安定課

3125 6
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業変更届について 昭和４３年度
(起)昭43.12.19
(決)昭43.12.19
(施)昭43.12.19

職業安定課

3125 7
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.12.19 職業安定課

3125 8
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.12.19 職業安定課

3125 9
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.12.19 職業安定課

3125 10
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度 (起)昭43.12.19 職業安定課

3125 11
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業変更許可について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.10
(決)昭44. 2.18

職業安定課

3125 12
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４３年度
(起)昭43.12.21
(決)昭43.12.23
(施)昭43.12.24

職業安定課

3125 13
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.18
(決)昭44. 2.26

職業安定課

3125 14
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.18
(決)昭44. 2.26

職業安定課

3125 15
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.18
(決)昭44. 2.26

職業安定課

3125 16
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.18
(決)昭44. 2.26

職業安定課

3125 17
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.18
(決)昭44. 2.26

職業安定課

3125 18
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.18
(決)昭44. 2.26

職業安定課

3125 19
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.22
(決)昭44. 3.26

職業安定課

3125 20
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.22
(決)昭44. 3.26

職業安定課

3125 21
有料職業紹介事業許可申請書　
No.５

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.22
(決)昭44. 3.26

職業安定課

3126 1
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 6.20
(決)昭44. 6.26

職業安定課

3126 2
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.20 職業安定課

3126 3
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.20 職業安定課

3126 4
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.20 職業安定課
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3126 5
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.20 職業安定課

3126 6
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.20 職業安定課

3126 7
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.20
(決)昭44. 5.30

職業安定課

3126 8
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.20
(決)昭44. 5.30

職業安定課

3126 9
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

営利職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取戻しに
ついて

昭和４４年度
(起)昭44. 6.21
(決)昭44. 6.26

職業安定課

3126 10
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

職業紹介事業廃止届について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.12
(決)昭44. 5.15
(施)昭44. 5.15

職業安定課

3126 11
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

営利職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取戻しに
ついて

昭和４４年度
(起)昭44. 6.21
(決)昭44. 6.26

職業安定課

3126 12
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 13
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 14
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 15
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 16
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 17
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 18
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 19
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 20
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

営利職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取戻しに
ついて

昭和４４年度
(起)昭44. 4.22
(決)昭44. 4.24

職業安定課

3126 21
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

職業紹介事業廃止届について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.17
(決)昭44. 3.20
(施)昭44. 3.20

職業安定課

3126 22
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

職業紹介事業廃止届について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.18
(決)昭44. 4.22
(施)昭44. 4.22

職業安定課

3126 23
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業変更届について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.15
(決)昭44. 5.15
(施)昭44. 5.16

職業安定課

3126 24
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.21 職業安定課

3126 25
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.21 職業安定課
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3126 26
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.21 職業安定課

3126 27
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.21 職業安定課

3126 28
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.21 職業安定課

3126 29
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.21 職業安定課

3126 30
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.21 職業安定課

3126 31
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 7.21 職業安定課

3126 32
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

職業紹介事業廃止届について 昭和４４年度
(起)昭44. 6.16
(決)昭44. 6.20
(施)昭44. 6.20

職業安定課

3126 33
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

営利職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取戻しに
ついて

昭和４４年度
(起)昭44. 8.16
(決)昭44. 8.20
(施)昭44. 8.20

職業安定課

3126 34
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

職業紹介事業廃止届について 昭和４４年度
(起)昭44. 6.11
(決)昭44. 6.12
(施)昭44. 6.12

職業安定課

3126 35
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.29
(決)昭44. 9. 3

職業安定課

3126 36
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.29
(決)昭44. 9. 3

職業安定課

3126 37
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.29
(決)昭44. 9. 3

職業安定課

3126 38
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.29
(決)昭44. 9. 3

職業安定課

3126 39
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業料金表変更許可書について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.29
(決)昭44. 9. 4
(施)昭44. 9. 4

職業安定課

3126 40
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業料金表変更許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 8. 7
(決)昭44. 8. 7
(施)昭44. 8. 7

職業安定課

3126 41
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 9. 9
(決)昭44. 9.26

職業安定課

3126 42
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44. 9. 9
(決)昭44. 9.26

職業安定課

3126 43
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業変更届について 昭和４４年度
(起)昭44. 8. 6
(決)昭44. 8. 8
(施)昭44. 8. 8

職業安定課

3126 44
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業変更届について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.12
(決)昭44. 5.14
(施)昭44. 5.14

職業安定課

3126 45
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業変更届について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.10
(決)昭44. 5.14
(施)昭44. 5.14

職業安定課

3126 46
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.10.14
(決)昭44.10.16

職業安定課
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3126 47
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.10.14
(決)昭44.10.16

職業安定課

3126 48
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.10.14
(決)昭44.10.16

職業安定課

3126 49
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.10.14
(決)昭44.10.16

職業安定課

3126 50
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

職業紹介事業廃止届について 昭和４４年度
(起)昭44.10.24
(決)昭44.10.25
(施)昭44.10.25

職業安定課

3126 51
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

職業紹介事業廃止届について 昭和４４年度
(起)昭44.11. 7
(決)昭44.11. 7
(施)昭44.11. 7

職業安定課

3126 52
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.11.21
(決)昭44.11.24

職業安定課

3126 53
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.11.21
(決)昭44.11.21

職業安定課

3126 54
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.11.21
(決)昭44.11.21

職業安定課

3126 55
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.11.21
(決)昭44.11.21

職業安定課

3126 56
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭44.11.21 職業安定課

3126 57
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.11.21
(決)昭44.11.21

職業安定課

3126 58
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.12.18
(決)昭44.12.19

職業安定課

3126 59
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭44.12.18
(決)昭44.12.19

職業安定課

3126 60
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 2.25

職業安定課

3126 61
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 2.25

職業安定課

3126 62
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 2.25

職業安定課

3126 63
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 2.25

職業安定課

3126 64
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 2.25

職業安定課

3126 65
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.21
(決)昭45. 1.23

職業安定課

3126 66
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業変更届について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.13
(決)昭45. 3.13
(施)昭45. 3.14

職業安定課

3126 67
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業変更届について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.16
(決)昭45. 3.16
(施)昭45. 3.16

職業安定課
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3126 68
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度 (起)昭45. 3.23 職業安定課

3126 69
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.23
(決)昭45. 3.26

職業安定課

3126 70
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.23
(決)昭45. 3.24

職業安定課

3126 71
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.23
(決)昭45. 3.24

職業安定課

3126 72
有料職業紹介事業許可申請書　
No.６

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.23
(決)昭45. 3.24

職業安定課

3127 1
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 4.10
(決)昭45. 4.13

職業安定課

3127 2
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 4.10
(決)昭45. 4.13

職業安定課

3127 3
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 4.10
(決)昭45. 4.13

職業安定課

3127 4
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 5
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 6
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 7
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 8
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 9
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 10
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 11
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 12
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 13
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 14
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 5.25

職業安定課

3127 15
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４５年度
(起)昭45. 5.27
(決)昭45. 5.28
(施)昭45. 5.28

職業安定課

3127 16
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業の事業主死亡に伴う届出につい
て

昭和４４年度
(起)昭45. 1.31
(決)昭45. 2. 6
(施)昭45. 2. 6

職業安定課
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3127 17
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業新規許可事業所に係る保証金の
供託について

昭和４５年度
(起)昭45. 6. 9
(決)昭45. 6.10
(施)昭45. 6.10

職業安定課

3127 18
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

営利職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４５年度
(起)昭45. 6. 9
(決)昭45. 6.10
(施)昭45. 6.10

職業安定課

3127 19
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業廃止届について 昭和４５年度
(起)昭45. 5.15
(決)昭45. 5.15
(施)昭45. 5.15

職業安定課

3127 20
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業変更届について 昭和４５年度
(起)昭45. 4. 9
(決)昭45. 4.10
(施)昭45. 4.11

職業安定課

3127 21
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 6. 4
(決)昭45. 6. 8

職業安定課

3127 22
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 6. 4
(決)昭45. 6. 8

職業安定課

3127 23
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 6. 4
(決)昭45. 6. 8

職業安定課

3127 24
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 6. 4
(決)昭45. 6. 8

職業安定課

3127 25
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 7.28
(決)昭45. 8. 8

職業安定課

3127 26
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 7.28
(決)昭45. 8. 8

職業安定課

3127 27
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 7.28
(決)昭45. 8. 8

職業安定課

3127 28
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 7.28
(決)昭45. 8. 8

職業安定課

3127 29
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 8. 6
(決)昭45. 8.11

職業安定課

3127 30
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 8. 6
(決)昭45. 8.11

職業安定課

3127 31
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 8. 6
(決)昭45. 8.11

職業安定課

3127 32
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45. 8. 6
(決)昭45. 8.11

職業安定課

3127 33
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度 (起)昭45. 9.25 職業安定課

3127 34
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度 (起)昭45. 9.25 職業安定課

3127 35
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45.10.26
(決)昭45.10.30

職業安定課

3127 36
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45.10.26
(決)昭45.10.30

職業安定課

3127 37
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45.10.26
(決)昭45.10.30

職業安定課
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3127 38
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45.11.14
(決)昭45.11.18

職業安定課

3127 39
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45.11.14
(決)昭45.11.18

職業安定課

3127 40
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45.11.14
(決)昭45.11.18

職業安定課

3127 41
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭45.12. 7
(決)昭45.12.10

職業安定課

3127 42
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４５年度 (起)昭46. 1. 6 職業安定課

3127 43
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

職業紹介事業の廃止届について 昭和４５年度
(起)昭45.11.30
(決)昭45.12. 3
(施)昭45.12. 3

職業安定課

3127 44
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業変更届について 昭和４５年度
(起)昭46. 1.11
(決)昭46. 1.13
(施)昭46. 1.13

職業安定課

3127 45
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度 (起)昭46. 2.15 職業安定課

3127 46
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度 (起)昭46. 2.15 職業安定課

3127 47
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度 (起)昭46. 2.15 職業安定課

3127 48
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度 (起)昭46. 2.15 職業安定課

3127 49
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 9
(決)昭46. 3.11

職業安定課

3127 50
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 9
(決)昭46. 3.11

職業安定課

3127 51
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 9
(決)昭46. 3.11

職業安定課

3127 52
有料職業紹介事業許可申請書　
No.７

有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 9
(決)昭46. 3.11

職業安定課

3128 1 農林水産業功労者表彰関係 昭和45年度農林水産業功労者表彰について 昭和４５年度 (起)昭45.11. 4 農林総務課

3128 2 農林水産業功労者表彰関係
昭和45年度農林水産業功労者表彰について（うか
がい）

昭和４５年度 (起)昭45.10.24 事務局

3128 3 農林水産業功労者表彰関係
昭和45年度静岡県農林水産業功労者表彰候補者の
推せんについて

昭和４５年度
(起)昭45. 7.23
(決)昭45. 7.23
(施)昭45. 7.23

農林総務課

3129 1 債務引受引継等 開拓者資金にかかる債務引受引継について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 2
(決)昭46. 6. 2
(施)昭46. 6. 3

金融流通課

3129 2 債務引受引継等
46年12月１日付公庫移管分の債務引受引継申請に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 5.19
(決)昭46. 5.24
(施)昭46. 5.24

金融流通課

3129 3 債務引受引継等
昭和46年６月１日付農林漁業金融公庫移管にかか
る開拓者資金の引受申請および引継申出について

昭和４６年度
(起)昭46. 4.10
(決)昭46. 4.12
(施)昭46. 4.13

金融流通課
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3129 4 債務引受引継等 開拓者資金にかかる債務引受引継について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.24
(決)昭46. 4.24
(施)昭46. 4.26

金融流通課

3129 5 債務引受引継等
開拓者資金の引受申請および引継申出について
（昭和46年12月１日農林漁業金融公庫移管分）

昭和４５年度
(起)昭46. 3.25
(決)昭46. 3.26
(施)昭46. 3.26

金融流通課

3129 6 債務引受引継等 開拓者資金にかかる債務引継の承認について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.25
(決)昭46. 3.26
(施)昭46. 3.26

金融流通課

3129 7 債務引受引継等 開拓者資金にかかる債務引受引継の承認について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.26
(決)昭46. 3.31
(施)昭46. 3.31

金融流通課

3129 8 債務引受引継等
昭和46年６月１日付農林漁業金融公庫移管にかか
る開拓者資金の引受申請および引継申出について

昭和４５年度 (起)昭46. 1.20 金融流通課

3129 9 債務引受引継等 債務引受申請書について（進達） 昭和４５年度 (起)昭45.12.16 金融流通課

3129 10 債務引受引継等
開拓者資金にかかる債務引受申請書の提出につい
て

昭和４５年度 (起)昭45.11.10 金融流通課

3130 1 静浜開拓負債関係 復命書 昭和４６年度 (起)昭46. 6.30 金融流通課

3130 2 静浜開拓負債関係
開拓者資金償還金払いもどし請求書について（進
達）

昭和４５年度 (起)昭45.12.16 金融流通課

3130 3 静浜開拓負債関係
復命書（静浜開拓における農村工業問題につい
て）

昭和４５年度 (起)昭45.12.15 金融流通課

3131 1 第１回開拓審議会綴
昭和45年12月１日農林漁業金融公庫移管にかかる
開拓者資金の開拓者資金償還条件変更申出に基づ
く同意および債務証書の送付について

昭和４５年度
(起)昭45.12. 7
(決)昭45.12. 7
(施)昭46. 1.11

金融流通課

3131 2 第１回開拓審議会綴 開拓者資金償還条件変更申出書等の提出について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.30
(決)昭45. 9.30

金融流通課

3131 3 第１回開拓審議会綴 静岡県開拓審議会金融部会への議案提出について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.26
(決)昭45. 9.28
(施)昭45. 9.29

金融流通課

3131 4 第１回開拓審議会綴
開拓者に対する自作農維持資金の融通の臨時特例
による貸付適格認定について

昭和４５年度 (施)昭45. 9.30 金融流通課

3131 5 第１回開拓審議会綴 静岡県開拓審議会金融部会の開催について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.18
(決)昭45. 9.22
(施)昭45. 9.22

金融流通課

3131 6 第１回開拓審議会綴 旅費の職務等級相当の決定について 昭和４５年度 (起)昭45. 9.18 金融流通課

3131 7 第１回開拓審議会綴
昭和45年12月１日公庫移管分に関する開拓者資金
債権残高呈示表の送付について

昭和４５年度
(起)昭45. 8.12
(決)昭45. 8.12
(施)昭45. 8.12

金融流通課

3131 8 第１回開拓審議会綴
昭和45年12月１日公庫移管分に関する開拓者資金
債権残高呈示の依頼について

昭和４５年度 (起)昭45. 8.26 金融流通課

3132 1 昭和35年国勢調査（抄） 昭和35年国勢調査（抄） 昭和３５年度

3133 1
昭和43年度業務報告（中遠病害虫
防除所）

昭和43年度業務報告（中遠病害虫防除所） 昭和４３年度
中遠病害虫防除
所

79 ページ



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

3134 1
昭和43年度業務報告（西部病害虫
防除所）

昭和43年度業務報告（西部病害虫防除所） 昭和４３年度
西部病害虫防除
所

3135 1
昭和44年度業務報告（西部病害虫
防除所）

昭和44年度業務報告（西部病害虫防除所） 昭和４４年度
西部病害虫防除
所

3136 1
昭和45年度業務報告（西部病害虫
防除所）

昭和45年度業務報告（西部病害虫防除所） 昭和４５年度
西部病害虫防除
所

3137 1
昭和44年度植物防疫業務報告（中
遠病害虫防除所）

昭和44年度植物防疫業務報告（中遠病害虫防除
所）

昭和４４年度
中遠病害虫防除
所

3138 1
昭和44年度植物防疫事業概要（中
部病害虫防除所）

昭和44年度植物防疫事業概要（中部病害虫防除
所）

昭和４４年度
中遠病害虫防除
所

3139 1
昭和43年度病害虫発生予察事業年
報（東部病害虫防除所）

昭和43年度病害虫発生予察事業年報（東部病害虫
防除所）

昭和４３年度
東部病害虫防除
所

3140 1
昭和44年度病害虫発生予察事業年
報（東部病害虫防除所）

昭和44年度病害虫発生予察事業年報（東部病害虫
防除所）

昭和４４年度
東部病害虫防除
所

3141 1
昭和43年度病害虫発生予察事業年
報（中部病害虫防除所）

昭和43年度病害虫発生予察事業年報（中部病害虫
防除所）

昭和４３年度
中部病害虫防除
所

3142 1
昭和43年度病害虫防除所年報（賀
茂病害虫防除所）

昭和43年度病害虫防除所年報（賀茂病害虫防除
所）

昭和４３年度
賀茂病害虫防除
所

3143 1
昭和44年度病害虫防除所年報（賀
茂病害虫防除所）

昭和44年度病害虫防除所年報（賀茂病害虫防除
所）

昭和４４年度
賀茂病害虫防除
所

3144 1
昭和45年度病害虫防除所年報（賀
茂病害虫防除所）

昭和45年度病害虫防除所年報（賀茂病害虫防除
所）

昭和４５年度
賀茂病害虫防除
所

3145 1
昭和45年度病害虫防除所年報（中
部病害虫防除所）

昭和45年度病害虫防除所年報（中部病害虫防除
所）

昭和４５年度
中部病害虫防除
所

3146 1
昭和44年度果樹等病害虫発生予察
事業成績書（柑橘試験場）

昭和44年度果樹等病害虫発生予察事業成績書（柑
橘試験場）

昭和４４年度 柑橘試験場

3147 1
昭和45年度果樹等病害虫発生予察
事業成績書（柑橘試験場）

昭和45年度果樹等病害虫発生予察事業成績書（柑
橘試験場）

昭和４５年度 柑橘試験場

3148 1
昭和44年度果樹等作物病害虫発生
予察事業成績書（茶業試験場）

昭和44年度果樹等作物病害虫発生予察事業成績書
（茶業試験場）

昭和４４年度 茶業試験場

3149 1
昭和45年度果樹等作物病害虫発生
予察事業成績書（茶業試験場）

昭和45年度果樹等作物病害虫発生予察事業成績書
（茶業試験場）

昭和４５年度 茶業試験場

3150 1 農地委員会議事録（協議書綴） 河川占用並びに土木工事施工協議書提出について 昭和４２年度 (収)昭43. 1.17
島田土地改良事
務所長

3150 2 農地委員会議事録（協議書綴） 道路占用並びに土木工事施工協議書提出について 昭和４２年度 (収)昭42.10.28
島田土地改良事
務所長

3150 3 農地委員会議事録（協議書綴）
富士川用水畑地かんがい揚水機場出入口設置に伴
う共同施設使用について

昭和４４年度
(起)昭44. 4.18
(決)昭44. 4.18
(施)昭44. 4.18

県営事業課

3150 4 農地委員会議事録（協議書綴）
富士川用水畑地かんがい揚水機場出入口設置に伴
う共同施設使用について（協議）

昭和４３年度 (起)昭44. 3.18 土地改良第１課

3151 1
昭和43年農地委員会議事録　No.
１

第121回農地委員会議事録 昭和４２年度 (施)昭43. 1.25 農地計画課
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3151 2
昭和43年農地委員会議事録　No.
１

第122回農地委員会議事録 昭和４２年度 (施)昭43. 2.28 農地計画課

3151 3
昭和43年農地委員会議事録　No.
１

第123回農地委員会議事録 昭和４２年度 (施)昭43. 3.26 農地計画課

3151 4
昭和43年農地委員会議事録　No.
１

第124回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43. 4.25 農地計画課

3152 1
昭和43年農地委員会議事録　No.
２

第125回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43. 5.28 農地計画課

3152 2
昭和43年農地委員会議事録　No.
２

第126回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43. 6.28 農地計画課

3152 3
昭和43年農地委員会議事録　No.
２

第127回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43. 7.25 農地計画課

3152 4
昭和43年農地委員会議事録　No.
２

第128回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43. 8.27 農地計画課

3153 1
昭和43年農地委員会議事録　No.
３

第129回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43. 9.25 農地計画課

3153 2
昭和43年農地委員会議事録　No.
３

第131回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43.11.26 農地計画課

3153 3
昭和43年農地委員会議事録　No.
３

第130回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43.10.28 農地計画課

3153 4
昭和43年農地委員会議事録　No.
３

第132回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43.12.20 農地計画課

3154 1
昭和44年農地委員会議事録　No.
１

第133回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭44. 1.27 農地計画課

3154 2
昭和44年農地委員会議事録　No.
１

第134回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭44. 2.25 農地計画課

3154 3
昭和44年農地委員会議事録　No.
１

第135回農地委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭44. 3.25 農地計画課

3154 4
昭和44年農地委員会議事録　No.
１

第136回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44. 4.25 県営企画課

3154 5
昭和44年農地委員会議事録　No.
１

第137回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44. 5.27 県営企画課

3154 6
昭和44年農地委員会議事録　No.
１

第138回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44. 6.25 県営企画課

3155 1
昭和44年農地委員会議事録　No.
２

第138回農地委員会議事録（続き） 昭和４４年度 (施)昭44. 6.25 県営企画課

3155 2
昭和44年農地委員会議事録　No.
２

第139回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44. 7.25 県営企画課

3155 3
昭和44年農地委員会議事録　No.
２

第140回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44. 8.22 県営企画課

3155 4
昭和44年農地委員会議事録　No.
２

第141回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44. 9.26 県営企画課
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3155 5
昭和44年農地委員会議事録　No.
２

第142回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44.10.28 県営企画課

3156 1
昭和44年農地委員会議事録　No.
３

第143回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44.11.25 県営企画課

3156 2
昭和44年農地委員会議事録　No.
３

第144回農地委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44.12.18 県営企画課

3157 1 昭和45年農地部会議事録　No.１ 第145回農地部会議事録 昭和４４年度 (施)昭45. 1.28 県営企画課

3157 2 昭和45年農地部会議事録　No.１ 第146回農地部会議事録 昭和４４年度 (施)昭45. 2.25 県営企画課

3157 3 昭和45年農地部会議事録　No.１ 第147回農地部会議事録 昭和４４年度 (施)昭45. 3.25 県営企画課

3158 1 昭和45年農地部会議事録　No.２ 第148回農地部会議案 昭和４５年度 (施)昭45. 4.30 県営企画課

3158 2 昭和45年農地部会議事録　No.２ 第149回農地部会議案 昭和４５年度 (施)昭45. 5.29 県営企画課

3158 3 昭和45年農地部会議事録　No.２ 第150回農地部会議案 昭和４５年度 (施)昭45. 6.30 県営企画課

3159 1 慣行水利権一覧表 水系図 昭和４２年度

3159 2 慣行水利権一覧表 市町村別、水系別、推定平水量、渇水量表

3159 3 慣行水利権一覧表 慣行水利権

3160 1 慣行水利権届出書 慣行水利権届出書 昭和４２年度

3161 1 特殊土壌対策促進協議会
「特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置
法」の期限延長要望に関する資料の提出について

昭和５０年度
(起)昭50.10.28
(施)昭50.10.30

農地企画課

3161 2 特殊土壌対策促進協議会 第６次特殊土じょう地帯対策事業計画（案） 昭和５２年度 (収)昭52.11.  
国土庁地方振興
局

3161 3 特殊土壌対策促進協議会 特殊土じょう地帯対策関係例規集 昭和５２年度 (収)昭52.11.  
国土庁地方振興
局

3161 4 特殊土壌対策促進協議会 特殊土じょう地帯対策事業一覧 昭和５２年度 (収)昭52.11.  
国土庁地方振興
局

3161 5 特殊土壌対策促進協議会
特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の
一部を改正する法律の公布について

昭和５１年度 (収)昭52. 3.24
国土庁地方振興
局長

3161 6 特殊土壌対策促進協議会
復命書（第34回特殊土じょう地帯対策審議会出
席）

昭和５１年度 (起)昭52. 1.29 農地企画課

3161 7 特殊土壌対策促進協議会 復命書（特殊土じょう対策促進協議会理事会） 昭和５１年度 (起)昭51.12.22 農地企画課

3161 8 特殊土壌対策促進協議会 負担金補助及び交付金の支出について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.17
(決)昭51. 7.17

農地企画課
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3161 9 特殊土壌対策促進協議会 復命書（特土法の期限延長に関する担当者会議） 昭和５１年度 (起)昭51. 4.15 農地企画課

3161 10 特殊土壌対策促進協議会 特殊土じょう対策促進協議会昭和47年度分担金 昭和４７年度 県営企画課

3161 11 特殊土壌対策促進協議会
特殊土じょう対策促進協議会「特土法」期限延長
説明資料作成特別分担金

昭和４６年度 (起)昭46. 6.15 県営企画課

3161 12 特殊土壌対策促進協議会 特殊土じょう対策促進協議会昭和46年度分担金 昭和４６年度 (起)昭46. 6.15 県営企画課

3161 13 特殊土壌対策促進協議会 特殊土じょう対策促進協議会昭和44年度分担金 昭和４４年度
(起)昭45. 3.18
(決)昭45. 3.20

県営企画課

3161 14 特殊土壌対策促進協議会 復命書（特殊土じょう地帯対策事業打合会出席） 昭和４６年度 (起)昭46. 6.26 県営企画課

3162 1 農用地建設業務統計　No.１ 農用地建設業務統計
昭和５４年度

～
昭和５５年度

農林水産省構造
改善局

3162 2 農用地建設業務統計　No.１ 農用地建設業務統計
昭和５３年度

～
昭和５４年度

農林水産省構造
改善局

3162 3 農用地建設業務統計　No.１ 農用地建設業務統計
昭和５２年度

～
昭和５３年度

農林水産省構造
改善局

3163 1 農用地建設業務統計　No.２ 農用地建設業務統計
昭和５１年度

～
昭和５２年度

農林水産省構造
改善局

3163 2 農用地建設業務統計　No.２ 農用地建設業務統計
昭和５０年度

～
昭和５１年度

農林水産省構造
改善局

3163 3 農用地建設業務統計　No.２ 農用地建設業務統計
昭和４７年度

～
昭和５０年度

農林水産省構造
改善局

3163 4 農用地建設業務統計　No.２ 農用地建設業務統計
昭和４０年度

～
昭和４７年度

農林水産省構造
改善局

3164 1 基準点等の調査 基準点等の調査について 昭和４２年度
(起)昭42.12. 7
(施)昭42.12. 9

土地改良第１課

3164 2 基準点等の調査 基準点等の調査について 昭和４２年度
(起)昭42.10.27
(施)昭42.11. 2

土地改良第１課

3165 1
慣行水利権に関する届出書（下田
土木）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 下田土木事務所

3166 1
慣行水利権に関する届出書（熱海
土木）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 熱海土木事務所

3167 1
慣行水利権に関する届出書（沼津
土木・No.１）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 沼津土木事務所

3168 1
慣行水利権に関する届出書（沼津
土木・No.２）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 沼津土木事務所

3169 1
慣行水利権に関する届出書（富士
土木）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 富士土木事務所

3170 1
慣行水利権に関する届出書（静岡
土木・静岡市）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 静岡土木事務所

83 ページ



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

3171 1
慣行水利権に関する届出書（静岡
土木・清水市）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 静岡土木事務所

3172 1
慣行水利権に関する届出書（島田
土木・No.１）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 島田土木事務所

3173 1
慣行水利権に関する届出書（島田
土木・No.２）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 島田土木事務所

3174 1
慣行水利権に関する届出書（袋井
土木・No.１）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 袋井土木事務所

3175 1
慣行水利権に関する届出書（袋井
土木・No.２）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 袋井土木事務所

3176 1
慣行水利権に関する届出書（天竜
土木）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 天竜土木事務所

3177 1
慣行水利権に関する届出書（浜松
土木）

慣行水利権に関する届出書 昭和４１年度 浜松土木事務所

3178 1 用排水調査資料 用排水調査資料 昭和４１年度

3179 1
昭和42年度高速国道関連実績報告
書

昭和42年度高速国道関連地方事務費実績報告書提
出について

昭和４３年度
(起)昭43. 6. 8
(決)昭43. 6.10
(施)昭43. 6.10

土地改良第２課

3179 2
昭和42年度高速国道関連実績報告
書

昭和42年度高速国道関連事業実績報告書提出につ
いて

昭和４３年度
(起)昭43. 6. 8
(決)昭43. 6.10
(施)昭43. 6.10

土地改良第２課

3180 1
昭和43年度県営かんがい排水実績
報告書

昭和43年度県営かんがい排水事業実績報告につい
て

昭和４４年度 (施)昭44. 6.16 県営事業課

3180 2
昭和43年度県営かんがい排水実績
報告書

県営かんがい排水事業（繰越分）実績報告の提出
について

昭和４４年度 (起)昭44. 7. 7 県営事業課

3181 1
昭和44年度県営かんがい排水実績
報告書

昭和44年度県営かんがい排水事業実績報告につい
て

昭和４４年度 (施)昭44. 6.24 県営事業課

3181 2
昭和44年度県営かんがい排水実績
報告書

県営かんがい排水事業（繰越分）実績報告書の提
出について

昭和４５年度
(起)昭45.10.19
(決)昭45.10.26

県営事業課

3182 1
昭和45年度県営かんがい排水実績
報告書

昭和45年度県営かんがい排水事業実績報告につい
て

昭和４６年度 (施)昭46. 6.17 県営事業課

3182 2
昭和45年度県営かんがい排水実績
報告書

県営かんがい排水事業（繰越分）実績報告書の提
出について

昭和４６年度
(起)昭46. 8.10
(決)昭46. 9. 6
(施)昭46. 9. 6

県営事業課

3183 1 畑総・実績報告書
昭和45年度県営畑地帯総合土地改良事業実績報告
書

昭和４６年度 (施)昭46. 6.10 県営事業課

3184 1 農業改良資金例規集
管内集団的生産組織育成方針打合せ会の開催につ
いて

昭和４２年度 (収)昭43. 3.19 関東農政局長

3184 2 農業改良資金例規集
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について

昭和４２年度
(起)昭42. 7.28
(決)昭42. 8.22

農業経済課

3184 3 農業改良資金例規集
政省令の改正等に伴う農業改良資金制度の運営に
ついて

昭和４２年度 (収)昭42. 7.27 関東農政局長

3184 4 農業改良資金例規集
農業改良資金特認事業指定承認申請について（伺
い）

昭和４２年度
(起)昭42. 5.15
(決)昭42. 5.27
(施)昭42. 5.27

農業経済課

84 ページ



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

3184 5 農業改良資金例規集 昭和42年度技術導入資金特認事業計画について 昭和４１年度
(起)昭42. 2.10
(決)昭42. 2.13

農業経済課

3184 6 農業改良資金例規集
たばこ耕作に関する農業改良資金（技術導入資
金）の運営および取扱いについて

昭和４１年度 (収)昭41.12. 1 関東農政局長

3184 7 農業改良資金例規集
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について

昭和４１年度 (起)昭41. 7. 4 農業経済課

3184 8 農業改良資金例規集
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４１年度 (収)昭41. 6.20 関東農政局長

3184 9 農業改良資金例規集 農業改良資金制度の運営について 昭和４１年度 (収)昭41. 6.20 関東農政局長

3184 10 農業改良資金例規集
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４１年度 (収)昭41. 6. 1 農林事務次官

3184 11 農業改良資金例規集
静岡県農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一
部改正について

昭和４０年度 (起)昭40. 9. 7 農業経済課

3184 12 農業改良資金例規集
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４０年度 (収)昭40. 7.21 農林事務次官

3184 13 農業改良資金例規集
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行及び農業改良資金制度の運営について

昭和４０年度 (収)昭40. 8. 9 関東農政局長

3184 14 農業改良資金例規集 農業改良資金制度の運営について 昭和４０年度 (収)昭40. 6. 7 関東農政局長

3184 15 農業改良資金例規集 農業後継者育成資金の運用について 昭和４０年度 (収)昭40. 4.23 関東農政局長

3185 1
農業改良資金（貸付規程・貸付基
準）関係綴

農業改良資金制度の運営に関する諸資料の提出に
ついて

昭和４３年度
(起)昭44. 3.24
(決)昭44. 3.27
(施)昭44. 3.27

農業経済課

3185 2
農業改良資金（貸付規程・貸付基
準）関係綴

農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について（伺い）

昭和４３年度
(起)昭44. 2. 4
(決)昭44. 3.12

農業経済課

3185 3
農業改良資金（貸付規程・貸付基
準）関係綴

農業改良資金特認事業指定承認申請について（伺
い）

昭和４３年度
(起)昭44. 1.24
(決)昭44. 1.25
(施)昭44. 1.25

農業経済課

3185 4
農業改良資金（貸付規程・貸付基
準）関係綴

農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について（伺い）

昭和４３年度
(起)昭43.10. 7
(決)昭43.10. 7
(施)昭43.10. 8

農業経済課

3185 5
農業改良資金（貸付規程・貸付基
準）関係綴

農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について（伺い）

昭和４３年度
(起)昭43. 8.29
(決)昭43. 9.12

農業経済課

3185 6
農業改良資金（貸付規程・貸付基
準）関係綴

農業改良資金特認事業指定承認申請について（伺
い）

昭和４３年度
(起)昭43. 5.30
(決)昭43. 6. 4
(施)昭43. 6. 4

農業経済課

3186 1 農業改良資金法規関係綴 農業改良資金制度の適正運営について 昭和４４年度 (収)昭45. 3.23 関東農政局長

3186 2 農業改良資金法規関係綴
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について（伺い）

昭和４４年度
(起)昭44. 7.17
(決)昭44. 8.19

農業経済課

3186 3 農業改良資金法規関係綴
政省令の改正等に伴う農業改良資金制度の運営に
ついて

昭和４４年度 (収)昭44. 6. 6 関東農政局長

3186 4 農業改良資金法規関係綴
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４４年度 (収)昭44. 5.19 農林事務次官
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3186 5 農業改良資金法規関係綴
農業改良資金に係る農家生活改善資金の貸付対象
事業例について

昭和４４年度 (起)昭44. 7.14 金融流通課

3186 6 農業改良資金法規関係綴 農家生活改善資金貸付対象事業について 昭和４４年度 (収)昭44. 6.27
関東農政局構造
改善部長

3186 7 農業改良資金法規関係綴 「静岡県農業改良資金取扱要領」の制定について 昭和４４年度
(起)昭44. 5. 1
(決)昭44. 5.12

金融流通課

3187 1 農業改良資金例規綴
農業改良資金に係る取扱農協コードの変更につい
て

昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.17
(施)昭47.10.17

金融流通課

3187 2 農業改良資金例規綴
静岡県農業改良資金取扱要領の一部改正について
（うかがい）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.29 金融流通課

3187 3 農業改良資金例規綴
農業改良資金に係る取扱農協コードの変更につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 6.14
(決)昭47. 6.15
(施)昭47. 6.15

金融流通課

3187 4 農業改良資金例規綴
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.13
(決)昭47. 7.18

金融流通課

3187 5 農業改良資金例規綴 農業改良資金補助金交付要綱の一部改正について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.19 関東農政局長

3187 6 農業改良資金例規綴
政省令の改正に伴う農業改良資金制度の運営につ
いて

昭和４７年度 (収)昭47. 6.19 関東農政局長

3187 7 農業改良資金例規綴
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４７年度 (収)昭47. 5.27 農林事務次官

3187 8 農業改良資金例規綴
農業改良資金貸付規程および貸付基準の改正につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 9.30
(決)昭46.10. 4
(施)昭46.10. 4

金融流通課

3187 9 農業改良資金例規綴
「稲作転換作付条件整備」（技術導入資金指定事
業）の実施にあたっての補足資料（質疑応答）に
ついて

昭和４６年度 (収)昭46. 8.19
関東農政局構造
改善部長

3187 10 農業改良資金例規綴
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 6.21
(決)昭46. 8.19

金融流通課

3187 11 農業改良資金例規綴
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４６年度 (収)昭46. 4.21 農林事務次官

3187 12 農業改良資金例規綴
政省令の改正に伴う農業改良資金制度の運営につ
いて

昭和４６年度 (収)昭46. 5.11 関東農政局長

3187 13 農業改良資金例規綴 農業改良資金特認事業指定承認申請書 昭和４６年度
(起)昭46. 5. 1
(決)昭46. 5. 7
(施)昭46. 5. 7

金融流通課

3187 14 農業改良資金例規綴 農業改良資金関係資料集の印刷配布について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.28 金融流通課

3187 15 農業改良資金例規綴
静岡県農業改良資金取扱要領の一部改正について
（うかがい）

昭和４６年度 (起)昭46. 7. 8 金融流通課

3187 16 農業改良資金例規綴 農業改良資金計画の取扱いについて 昭和４６年度 (収)昭46. 5.10 関東農政局長

3187 17 農業改良資金例規綴 農業後継者育成資金部門経営収支簿について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 4
(決)昭46. 3. 8

金融流通課
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3187 18 農業改良資金例規綴
農業後継者育成資金部門経営収支簿（記入の手
引）について（協議）

昭和４５年度
(起)昭46. 1.18
(決)昭46. 1.21
(施)昭46. 1.21

金融流通課

3187 19 農業改良資金例規綴 昭和45年度農業改良資金関係資料の送付について 昭和４５年度
(起)昭45.11.25
(決)昭45.11.27
(施)昭45.11.27

金融流通課

3187 20 農業改良資金例規綴
農業改良資金関係法令集及び取扱要領集の作成配
布について

昭和４５年度
(起)昭45.10.31
(決)昭45.11. 2

金融流通課

3187 21 農業改良資金例規綴
「静岡県農業改良資金取扱要領」の制定について
（伺い）

昭和４５年度 (起)昭45. 9.25 金融流通課

3187 22 農業改良資金例規綴
農業改良資金貸付規程および貸付基準の改正につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45.11.13
(決)昭45.11.13

金融流通課

3187 23 農業改良資金例規綴
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について（伺い）

昭和４５年度
(起)昭45. 8.10
(決)昭45.10.20

金融流通課

3187 24 農業改良資金例規綴
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について、および政省令の改正等に伴う
農業改良資金制度の運営について

昭和４５年度 (起)昭45. 6.29 金融流通課

3187 25 農業改良資金例規綴 農業改良資金電算処理事務要領の制定について 昭和４５年度 (起)昭45. 4.27 金融流通課

3187 26 農業改良資金例規綴
昭和45年度農業改良資金新規特認事業の指定につ
いて

昭和４５年度 (収)昭45. 4.30 関東農政局長

3188 1
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４１年度

3188 2
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４２年度

3188 3
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４３年度

3188 4
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４４年度

3188 5
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４５年度

3188 6
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４６年度

3188 7
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４７年度

3188 8
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４８年度

3188 9
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和４９年度

3188 10
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（御殿場市分） 昭和５０年度

3188 11
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４１年度
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3188 12
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４２年度

3188 13
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４３年度

3188 14
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４４年度

3188 15
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４５年度

3188 16
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４６年度

3188 17
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４７年度

3188 18
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４８年度

3188 19
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和４９年度

3188 20
東富士演習場周辺畜産事業　利子
補給実績報告書

特別融資事業利子補給実績書（裾野町分） 昭和５０年度

3189 1
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助金交付について（確定） 昭和４４年度
(起)昭44. 5. 2
(決)昭44. 5. 6
(施)昭44. 5. 6

畜産課

3189 2
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業（第２次
分）の実績報告書の提出について

昭和４４年度
(起)昭44. 4.24
(決)昭44. 4.25
(施)昭44. 4.25

畜産課

3189 3
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業（第２次
分）の完了報告書の提出について

昭和４４年度
(起)昭44. 4.14
(決)昭44. 4.16
(施)昭44. 4.16

畜産課

3189 4
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業（第２次
分）補助金前金払

昭和４３年度
(起)昭44. 2.26
(決)昭44. 3. 7

畜産課

3189 5
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

国庫補助金の受領について（伺い） 昭和４３年度 (起)昭44. 3. 7 畜産課

3189 6
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助金前払金申請書・請求書の提出について 昭和４３年度
(起)昭44. 2.26
(決)昭44. 2.26
(施)昭44. 2.26

畜産課

3189 7
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助事業着手報告書（昭和43年度東富士演習場周
辺畜産事業）

昭和４３年度
(起)昭44. 2. 3
(決)昭44. 2. 5
(施)昭44. 2. 5

畜産課

3189 8
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助金の交付について（決定） 昭和４３年度
(起)昭44. 1.21
(決)昭44. 1.23

畜産課

3189 9
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助金交付申請について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭44. 1.10
(決)昭44. 1.10
(施)昭44. 1.10

畜産課

3189 10
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業補助金（第
２次分）の内示について

昭和４３年度
(起)昭43.12.25
(決)昭43.12.26
(施)昭43.12.26

畜産課

3189 11
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助金交付について（確定） 昭和４４年度
(起)昭44. 5. 2
(決)昭44. 5. 6
(施)昭44. 5. 6

畜産課

3189 12
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業（第１次
分）の実績報告書の提出について

昭和４４年度
(起)昭44. 4.24
(決)昭44. 4.25
(施)昭44. 4.25

畜産課
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3189 13
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業（第１次
分）の完了報告書の提出について

昭和４４年度
(起)昭44. 4.14
(決)昭44. 4.16
(施)昭44. 4.16

畜産課

3189 14
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業（第１次
分）前金払

昭和４３年度 (起)昭44. 1.26 畜産課

3189 15
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助金前払金申請書・請求書の提出について（伺
い）

昭和４３年度
(起)昭44. 2.26
(決)昭44. 2.26
(施)昭44. 2.26

畜産課

3189 16
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業補助金の前
金払について

昭和４３年度
(起)昭43.12.17
(決)昭43.12.23

畜産課

3189 17
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

国庫補助金の受領について（伺い） 昭和４３年度 (起)昭43.12.13 畜産課

3189 18
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

国庫補助金請求書の送付について 昭和４３年度
(起)昭43.12.13
(決)昭43.12.14
(施)昭43.12.14

畜産課

3189 19
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助事業着手報告書（昭和43年度東富士演習場周
辺畜産事業）

昭和４３年度
(起)昭43.12.16
(決)昭43.12.16
(施)昭43.12.16

畜産課

3189 20
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業補助金前払
金申請書の提出について

昭和４３年度
(起)昭43.12.12
(決)昭43.12.12
(施)昭43.12.12

畜産課

3189 21
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

補助金の交付について（決定） 昭和４３年度
(起)昭43.12. 2
(決)昭43.12. 3

畜産課

3189 22
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業の補助金交
付申請について（伺い）

昭和４３年度
(起)昭43.11.25
(決)昭43.11.25
(施)昭43.11.25

畜産課

3189 23
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.１

昭和43年度東富士演習場周辺畜産事業補助金の内
示について

昭和４３年度
(起)昭43. 6. 8
(決)昭43. 6.10
(施)昭43. 6.10

畜産課

3190 1
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士演習場周辺畜産事業補助金請求
書の提出について

昭和４５年度
(起)昭45. 4.  
(施)昭45. 4.21

畜産課

3190 2
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

国庫補助金の受領について（うかがい） 昭和４５年度 (起)昭45. 4.28 畜産課

3190 3
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士演習場周辺畜産事業補助金の交
付確定について（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 5.12
(決)昭45. 5.14
(施)昭45. 5.14

畜産課

3190 4
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士周辺畜産事業実績報告書の提出
について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 4. 7 畜産課

3190 5
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士演習場周辺畜産事業補助金の概
算払について

昭和４４年度
(起)昭45. 2. 2
(決)昭45. 2.12

畜産課

3190 6
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

予算流用及び補助金の交付決定について 昭和４４年度 (起)昭45. 1.  畜産課

3190 7
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

国庫補助金の受領について（うかがい） 昭和４４年度 (起)昭45. 2. 9 畜産課

3190 8
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士演習場周辺畜産事業補助金前払
金申請書および請求書の提出について

昭和４４年度
(起)昭45. 1.22
(決)昭45. 1.22
(施)昭45. 1.22

畜産課

3190 9
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士演習場周辺畜産事業の完了報告
書の提出について

昭和４４年度
(起)昭45. 3.25
(決)昭45. 3.27

畜産課
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3190 10
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士演習場地区畜産事業の補助金内
定通知書の変更および補助金申請書の提出につい
て（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44.12.22
(決)昭44.12.23
(施)昭44.12.23

畜産課

3190 11
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

補助事業等着手報告書（昭和44年度東富士演習場
周辺畜産事業）

昭和４４年度
(起)昭45. 1.22
(決)昭45. 1.22
(施)昭45. 1.22

畜産課

3190 12
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士演習場周辺畜産事業計画変更承
認申請書の提出について

昭和４４年度
(起)昭44.12. 3
(決)昭44.12. 4
(施)昭44.12. 4

畜産課

3190 13
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度東富士演習場周辺畜産事業補助金の内
示について

昭和４４年度
(起)昭44.10.13
(決)昭44.10.31
(施)昭44.11. 1

畜産課

3190 14
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

昭和44年度防衛施設周辺補助金内定通知について 昭和４４年度 (起)昭44.10. 6 畜産課

3190 15
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

東富士演習場周辺畜産事業補助金交付要綱の一部
改正について（供覧）

昭和４４年度
(起)昭45. 1. 6
(決)昭45. 1.12

畜産課

3190 16
東富士演習場周辺畜産事業　補助
金関係綴　No.２

東富士演習場周辺畜産事業補助金交付要綱の一部
改正について（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44. 9.11
(決)昭44.10.14
(施)昭44.10.17

畜産課

3191 1 食肉卸売市場条例
浜松枝肉卸売市場卸売人の登録について（うかが
い）

昭和４５年度 (起)昭45. 5.30 畜産課

3191 2 食肉卸売市場条例
浜松枝肉卸売市場開設者および卸売人の登録につ
いて（うかがい）

昭和４２年度 (起)昭42. 4.20 畜産課

3191 3 食肉卸売市場条例
静岡県食肉卸売市場条例および同施行規則の施行
について

昭和４２年度
(起)昭42. 4. 1
(施)昭42. 4. 7

畜産課

3191 4 食肉卸売市場条例 静岡県食肉卸売市場条例施行規則の制定について 昭和４１年度 (起)昭42. 3.24 畜産課

3191 5 食肉卸売市場条例 静岡県食肉卸売市場条例の制定について 昭和４１年度
(起)昭42. 1. 4
(決)昭42. 2. 8

畜産課

3192 1 枝肉卸売市場指導関係綴
浜松枝肉卸売市場の運営にかかる指導について
（うかがい）

昭和４７年度 (起)昭47. 4.21 畜産課

3192 2 枝肉卸売市場指導関係綴
浜松枝肉卸売市場に係る食肉センター機能の改善
について（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭46. 1.18
(決)昭46. 1.19
(施)昭46. 1.19

畜産課

3192 3 枝肉卸売市場指導関係綴 復命書（浜松枝肉市場業務運営検討会出席） 昭和４６年度 (起)昭47. 1.31 畜産課

3192 4 枝肉卸売市場指導関係綴
復命書（浜松食肉センターにおける格付事業につ
いての打合せ）

昭和４６年度 (起)昭46. 8.31 畜産課

3192 5 枝肉卸売市場指導関係綴 貴食肉センターにおける格付事業について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.24
(決)昭46. 8.26
(施)昭46. 8.26

畜産課

3192 6 枝肉卸売市場指導関係綴 浜松枝肉卸売市場に関する報告について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.30
(決)昭44. 9. 3
(施)昭44. 9. 3

畜産課

3192 7 枝肉卸売市場指導関係綴 食肉流通打合せ会開催について 昭和４４年度
(起)昭44. 8. 5
(決)昭44. 8. 5
(施)昭44. 8. 6

畜産課

3192 8 枝肉卸売市場指導関係綴 浜松枝肉卸売市場の管理運営改善について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.10 畜産課
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3192 9 枝肉卸売市場指導関係綴 浜松枝肉卸売市場の管理運営について 昭和４３年度
(起)昭44. 1.20
(決)昭44. 1.29
(施)昭44. 1.30

畜産課

3193 1 標本地区一覧表（1）伊豆地区 標本地区一覧表（1）伊豆地区 昭和４０年度

3194 1 標本地区一覧表（2）富士地区 標本地区一覧表（2）富士地区 昭和４０年度

3195 1 標本地区一覧表（3）安倍地区 標本地区一覧表（3）安倍地区 昭和４０年度

3196 1 標本地区一覧表（4）大井地区 標本地区一覧表（4）大井地区 昭和４０年度

3197 1 標本地区一覧表（5）天竜地区 標本地区一覧表（5）天竜地区 昭和４０年度

3198 1 造林関係コンクール綴 第10回全国林地肥培コンクールについて 昭和４５年度 (起)昭45. 4.13 庶務課

3198 2 造林関係コンクール綴 第10回全国林地肥培コンクールについて 昭和４４年度
(起)昭44.10.29
(施)昭44.10.30

庶務課

3198 3 造林関係コンクール綴
第15回中部九県造林コンクール表彰式祝電につい
て（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 4. 9
(決)昭45. 4.11
(施)昭45. 4.14

農総課

3198 4 造林関係コンクール綴 昭和45年度全国林地肥培コンクールについて 昭和４５年度
(起)昭45.10.30
(施)昭45.10.31

庶務課

3198 5 造林関係コンクール綴 第16回中部九県造林コンクールについて 昭和４５年度
(起)昭45.11.12
(施)昭45.11.14

庶務課

3198 6 造林関係コンクール綴 第16回中部九県造林コンクールについて 昭和４６年度
(起)昭46. 4.27
(決)昭46. 5. 4

造林課

3198 7 造林関係コンクール綴 復命書（林地肥培総合現地研究会・研修会出席） 昭和４６年度 (起)昭46.10.29 林政課

3198 8 造林関係コンクール綴 第12回全国林地肥培コンクールについて 昭和４７年度
(起)昭47. 4.21
(決)昭47. 4.21
(施)昭47. 4.22

林政課

3198 9 造林関係コンクール綴 第12回全国林地肥培コンクール現地審査について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 8
(決)昭47. 2. 8
(施)昭47. 2. 9

林政課

3198 10 造林関係コンクール綴 第17回中部九県造林コンクール入賞について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.22
(決)昭47. 4.26
(施)昭47. 4.26

林政課

3198 11 造林関係コンクール綴
第16回中部九県造林コンクール入賞者決定につい
て

昭和４５年度
(起)昭46. 3.23
(施)昭46. 3.23

庶務課

3198 12 造林関係コンクール綴 復命書（第17回中部九県造林コンクール入賞式） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.21 林政課

3198 13 造林関係コンクール綴
第17回中部九県造林コンクール参加申し込みにつ
いて

昭和４６年度
(起)昭46.11. 4
(決)昭46.11. 8
(施)昭46.11. 9

林政課

3198 14 造林関係コンクール綴 復命書（第18回中部九県造林コンクール表彰式） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.24 林政課

3198 15 造林関係コンクール綴
第18回中部九県造林コンクール参加申込みについ
て

昭和４７年度
(起)昭47.10.31
(決)昭47.11. 2
(施)昭47.11. 6

林政課
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3198 16 造林関係コンクール綴 第13回全国林地肥培コンクールについて 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.11
(施)昭48. 4.11

林政課

3198 17 造林関係コンクール綴 復命書（日本林地肥培教会第16回通常総会等） 昭和４７年度 (起)昭47. 5.11 林政課

3199 1
林道災害復旧事業（42災国庫債務
負担行為）

昭和43年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の送
金について

昭和４４年度 (収)昭44.11.10 林野庁長官

3199 2
林道災害復旧事業（42災国庫債務
負担行為）

昭和43年度林道施設災害復旧事業（国庫債務負担
行為分）の実績報告について

昭和４４年度 (起)昭44. 8.10 治山課

3199 3
林道災害復旧事業（42災国庫債務
負担行為）

昭和43年度過年発生林道災害復旧事業（国庫債務
負担行為）箇所別工事費の割当について

昭和４３年度
(起)昭44. 3.22
(決)昭44. 3.22

治山課

3199 4
林道災害復旧事業（42災国庫債務
負担行為）

昭和43年度林道施設災害復旧事業（42年災）補助
金（国庫債務負担行為額）交付申請書の提出につ
いて

昭和４３年度
(起)昭44. 2.27
(決)昭44. 2.27

治山課

3200 1 林道災害復旧事業（42災） 昭和44年度林道災害復旧事業の実績報告について 昭和４５年度 (起)昭45. 6.10 治山課

3200 2 林道災害復旧事業（42災）
昭和44年度林道事業遂行状況報告及び補助金概算
払請求書の提出について

昭和４４年度 (起)昭45. 2. 3 治山課

3200 3 林道災害復旧事業（42災）
昭和44年度過年発生林道災害復旧事業路線別箇所
別工事費（補助金）の割当変更について

昭和４４年度 (起)昭45. 3.19 治山課

3200 4 林道災害復旧事業（42災）
昭和44年度過年発生林道災害復旧事業箇所別工事
費の割当について（第２回）

昭和４４年度 (起)昭44.10.23 治山課

3200 5 林道災害復旧事業（42災）
昭和44年度林道施設災害復旧事業（41災、42災）
補助金交付申請書の提出について（伺い）

昭和４４年度
(起)昭44.10.31
(決)昭44.10.31
(施)昭44.10.31

治山課

3200 6 林道災害復旧事業（42災）
昭和44年度林道施設災害復旧事業（41、42、43
災）補助金交付申請書の提出について（伺い）

昭和４４年度 (起)昭44. 6.14 治山課

3201 1 林道災害復旧事業（41災）
昭和44年度林道施設災害復旧事業補助金の確定通
知について（41災）

昭和４５年度 (収)昭45.10. 7 農林大臣

3201 2 林道災害復旧事業（41災）
昭和44年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の送
金について（41災）

昭和４４年度 (収)昭45. 3.30 林野庁長官

3201 3 林道災害復旧事業（41災） 昭和44年度林道災害復旧事業の実績報告について 昭和４５年度 (起)昭45. 6.10 治山課

3201 4 林道災害復旧事業（41災）
昭和44年度過年発生林道災害復旧事業路線別箇所
別工事費（補助金）の割当変更について

昭和４４年度 (起)昭45. 3.19 治山課

3201 5 林道災害復旧事業（41災）
昭和44年度林道事業遂行状況報告及び補助金概算
払請求書の提出について

昭和４４年度 (起)昭45. 2. 3 治山課

3201 6 林道災害復旧事業（41災）
昭和44年度過年発生林道災害復旧事業箇所別工事
費の割当について（第２回）

昭和４４年度
(起)昭44.11.18
(施)昭44.11.21

治山課

3201 7 林道災害復旧事業（41災）
昭和44年度林道施設災害復旧事業（41災、42災）
補助金交付申請書の提出について（伺い）

昭和４４年度
(起)昭44.10.31
(決)昭44.10.31
(施)昭44.10.31

治山課

3201 8 林道災害復旧事業（41災）
昭和44年度林道災害復旧事業路線別箇所別工事費
の割当変更について（41災）

昭和４４年度
(起)昭44. 9.25
(施)昭44. 9.25

治山課
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3201 9 林道災害復旧事業（41災）
昭和44年度林道施設災害復旧事業（41、42、43
災）補助金交付申請書の提出について（伺い）

昭和４４年度
(起)昭44. 6.14
(決)昭44. 6.14
(施)昭44. 6.17

治山課

3202 1 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年発生林道災害復旧事業の高率補助適用市
町村の告示について

昭和４５年度 (起)昭46. 3.15 治山課

3202 2 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年発生林道災害復旧事業費補助率増高申請
書の提出について

昭和４５年度
(起)昭46. 1.13
(施)昭46. 1.20

治山課

3202 3 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年災害復旧事業特別措置適用申請書の提出
について

昭和４５年度
(起)昭46. 1.13
(施)昭46. 1.20

治山課

3202 4 昭和45年度発生林道災害綴 昭和45年発生激甚災害事業費について（回答） 昭和４５年度 (起)昭46. 1. 8 治山課

3202 5 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年発生災害にかかる災害復旧事業費および
災害関連事業費の国費試算と当年度所要国費につ
いて

昭和４５年度 (起)昭45.10.30 治山課

3202 6 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年発生林道施設災害復旧事業費の査定につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45.10. 9
(施)昭45.10.19

治山課

3202 7 昭和45年度発生林道災害綴 復命書（昭和45年発生災害第２回査定結果） 昭和４５年度 (起)昭45.10.28 治山課

3202 8 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年台風６号（７月29日～31日）に係る林道
災害復旧事業補助計画概要書の提出について

昭和４５年度
(起)昭45. 9. 3
(施)昭45. 9. 3

治山課

3202 9 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年台風６号（７月29日～31日）の豪雨によ
る林道被害について（確定報告）

昭和４５年度
(起)昭45. 8.18
(施)昭45. 8.18

治山課

3202 10 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年７月29日から31日の豪雨による林道被害
について

昭和４５年度
(起)昭45. 8. 3
(施)昭45. 8. 3

治山課

3202 11 昭和45年度発生林道災害綴 復命書（昭和45年発生災害第１回査定結果） 昭和４５年度 (起)昭45. 7.20 治山課

3202 12 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年発生林道施設災害復旧事業費の査定につ
いて

昭和４５年度 (起)昭45. 7. 6 治山課

3202 13 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年６月14日から16日の梅雨前線大雨に係る
林道災害復旧事業計画概要書の提出について

昭和４５年度
(起)昭45. 7.13
(施)昭45. 7.13

治山課

3202 14 昭和45年度発生林道災害綴
「昭和45年６月14日から16日の梅雨前線大雨」に
よる林道施設被害について（確定報告）

昭和４５年度 (起)昭45. 7.10 治山課

3202 15 昭和45年度発生林道災害綴
昭和45年６月14日から16日の梅雨前線大雨災によ
る市町村別林道被害額調について（報告）

昭和４５年度
(起)昭45. 7.10
(施)昭45. 7.10

治山課

3202 16 昭和45年度発生林道災害綴
「昭和45年６月14日から16日の梅雨前線大雨」に
よる林道被害について

昭和４５年度
(起)昭45. 6.19
(施)昭45. 6.19

治山課

3203 1
昭和45年度林道災害復旧事業（国
庫債務負担行為）

昭和45年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の送
金について（43災）

昭和４７年度 (収)昭47. 5. 8 林野庁長官

3203 2
昭和45年度林道災害復旧事業（国
庫債務負担行為）

昭和45年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の額
の確定通知について（43災）

昭和４７年度 (収)昭47. 5. 1 農林大臣

3203 3
昭和45年度林道災害復旧事業（国
庫債務負担行為）

昭和45年度林道災害復旧事業（43災国庫債務負担
行為分）の実績報告について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 6
(決)昭47. 3. 6
(施)昭47. 3. 6

治山課
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3203 4
昭和45年度林道災害復旧事業（国
庫債務負担行為）

昭和45年度林道災害復旧事業（43災国庫債務負担
行為分）路線別箇所別工事費及び事業費の割当に
ついて（43災44災）

昭和４５年度
(起)昭45.12. 2
(決)昭45.12.11
(施)昭45.12.11

治山課

3203 5
昭和45年度林道災害復旧事業（国
庫債務負担行為）

昭和45年度林道災害復旧事業（43災44災国庫債務
負担行為）補助金交付申請書の提出について（伺
い）

昭和４５年度
(起)昭45.11.20
(決)昭45.11.20
(施)昭45.11.21

治山課

3204 1 昭和41年度以降例規綴　No.１ 簡易林道実施要領の改正について 昭和４７年度
(起)昭48. 3. 9
(決)昭48. 3.13
(施)昭48. 3.13

治山課

3204 2 昭和41年度以降例規綴　No.１ 静岡県林道事業施行要領の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭48. 3. 9
(決)昭48. 3.13
(施)昭48. 3.13

治山課

3204 3 昭和41年度以降例規綴　No.１
林道事業に関する補助事業変更承認申請書の書式
について

昭和４７年度
(起)昭47.11.29
(決)昭47.11.29
(施)昭47.11.29

治山課

3204 4 昭和41年度以降例規綴　No.１
静岡県林道事業施行要領及び静岡県林道事業取扱
要領の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭47.11.22
(施)昭47.11.22

治山課

3204 5 昭和41年度以降例規綴　No.１
民有林林道事業設計書作成要領の一部改正につい
て

昭和４７年度 (起)昭47.10.21 治山課

3204 6 昭和41年度以降例規綴　No.１ 林道関係事業国庫補助要領の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47.10.21
(決)昭47.10.21
(施)昭47.10.21

治山課

3204 7 昭和41年度以降例規綴　No.１
林道関係事業補助金の交付に関する事務取扱いに
ついて

昭和４７年度 (起)昭47. 9. 1 治山課

3204 8 昭和41年度以降例規綴　No.１ 林業関係事業補助金等交付要綱の制定について 昭和４７年度 (収)昭47. 8.11 農林事務次官

3204 9 昭和41年度以降例規綴　No.１
林道災害復旧事業費および林道災害関連事業費査
定要領取扱細目の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭47. 7.21
(決)昭47. 7.21
(施)昭47. 7.21

治山課

3204 10 昭和41年度以降例規綴　No.１
林道災害復旧事業費および林道災害関連事業費査
定要領の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭47. 7.21
(決)昭47. 7.21
(施)昭47. 7.21

治山課

3204 11 昭和41年度以降例規綴　No.１
民有林林道改良事業国庫補助要領の一部改正につ
いて

昭和４７年度 (起)昭47. 7.19 治山課

3204 12 昭和41年度以降例規綴　No.１
林道災害復旧事業に係る応急工事についての一部
改正について

昭和４７年度
(起)昭47. 7.15
(決)昭47. 7.18
(施)昭47. 7.18

治山課

3204 13 昭和41年度以降例規綴　No.１
林道施設災害復旧事業の「奥地幹線林道」「その
他の林道」の区分についての一部改正について

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 2
(決)昭47. 5. 6
(施)昭47. 5. 8

治山課

3204 14 昭和41年度以降例規綴　No.１
昭和47年発生災害復旧事業および災害関連事業の
査定設計に使用する単価について

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 3
(決)昭47. 4. 5
(施)昭47. 4. 5

治山課

3204 15 昭和41年度以降例規綴　No.１

「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定
措置に関する法律施行規則第３条の規定による農
林大臣が別に定める軽微な変更等について」の改
正について

昭和４６年度
(起)昭47. 2.10
(決)昭47. 2.14
(施)昭47. 2.14

治山課

3204 16 昭和41年度以降例規綴　No.１
静岡県治山林道事業設計審査要領の一部改正につ
いて

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 7
(決)昭47. 1. 7
(施)昭47. 1. 7

治山課

3204 17 昭和41年度以降例規綴　No.１ 民有林林道事業の設計書の作成について 昭和４６年度
(起)昭46.10.29
(決)昭46.11. 8
(施)昭46.11. 8

治山課
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3204 18 昭和41年度以降例規綴　No.１
静岡県林道事業施行要領及び静岡県林道事業取扱
要領の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46. 7. 6
(決)昭46. 7.13
(施)昭46. 7.15

治山課

3204 19 昭和41年度以降例規綴　No.１ 簡易林道実施要領の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 7
(決)昭46. 7.15
(施)昭46. 7.15

治山課

3204 20 昭和41年度以降例規綴　No.１
民有林林道事業設計書作成要領の一部改正につい
て

昭和４６年度 (収)昭46. 4.26 林野庁長官

3204 21 昭和41年度以降例規綴　No.１ 静岡県営林道事業施行要領について 昭和４５年度 (起)昭45.12.14 治山課

3204 22 昭和41年度以降例規綴　No.１
県営林道事業施行要領（案）について（事務連
絡）

昭和４５年度
(起)昭45.12. 1
(施)昭45.12. 1

治山課

3204 23 昭和41年度以降例規綴　No.１
林業関係事業補助金等交付要綱の一部改正につい
て

昭和４５年度 (収)昭45. 7.13 農林事務次官

3204 24 昭和41年度以降例規綴　No.１
民有林林道開設事業並びに改良事業国庫補助要領
の一部改正について

昭和４５年度 (起)昭45. 6.17 治山課

3204 25 昭和41年度以降例規綴　No.１
県単独林業振興（林道）事業の採択基準について
（伺い）

昭和４５年度 (起)昭45. 4.23 治山課

3204 26 昭和41年度以降例規綴　No.１
山村振興特別道路整備事業の採択基準について
（伺）

昭和４５年度 (起)昭45. 4.23 治山課

3204 27 昭和41年度以降例規綴　No.１
昭和45年発生災害復旧事業および災害関連事業の
査定設計に使用する単価について

昭和４５年度
(起)昭45. 4.27
(決)昭45. 4.30
(施)昭45. 4.30

治山課

3204 28 昭和41年度以降例規綴　No.１
民有林林道事業設計書作成要領の一部改正につい
て

昭和４５年度 (起)昭45. 4.24 治山課

3204 29 昭和41年度以降例規綴　No.１
民有林林道開設事業および改良事業における補助
対象巾員をこえる巾員により施行する工事の取扱
いについて

昭和４４年度
(起)昭44.10. 9
(決)昭44.10.14

治山課

3204 30 昭和41年度以降例規綴　No.１ 林道開設事業の施行に伴う被害防止対策について 昭和４４年度
(起)昭44.10.16
(決)昭44.10.23
(施)昭44.10.23

治山課

3204 31 昭和41年度以降例規綴　No.１

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措
置に関する法律施行規則第６条の規定による林業
用施設林道に係る災害復旧事業計画概要書等の様
式の一部改正について

昭和４４年度
(起)昭44. 8.25
(決)昭44. 8.27
(施)昭44. 8.27

治山課

3204 32 昭和41年度以降例規綴　No.１
民有林林道開設事業並びに改良事業国庫補助要領
の一部改正について

昭和４４年度 (起)昭44. 8. 5 治山課

3205 1 昭和41年度以降例規綴　No.２
災害の名称（局地激甚災害の事務取扱い）統一に
ついて

昭和４４年度 (収)昭44. 6.30 総務部長

3205 2 昭和41年度以降例規綴　No.２
「林道施設災害復旧事業の「奥地幹線林道」「そ
の他の林道」の区分について」の一部改正につい
て

昭和４４年度 (収)昭44. 5.29 林野庁長官

3205 3 昭和41年度以降例規綴　No.２
局地激甚災害指定基準の決定に伴なう被害報告に
ついて

昭和４４年度 (収)昭44. 5.20
林野庁指導部林
道課長

3205 4 昭和41年度以降例規綴　No.２ 林道事業に関する通達文書の送付について 昭和４４年度
(起)昭44. 5.10
(決)昭44. 5.10
(施)昭44. 5.10

治山課
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3205 5 昭和41年度以降例規綴　No.２

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措
置に関する法律施行規則および林業用施設林道に
係る災害復旧事業計画概要書等の様式の一部改正
について

昭和４３年度 (収)昭43.11. 6 林野庁長官

3205 6 昭和41年度以降例規綴　No.２ 静岡県林道必携第４回追録送付について 昭和４３年度 (起)昭43. 8. 1 治山課

3205 7 昭和41年度以降例規綴　No.２ 治山・林道事業の設計審査について 昭和４３年度
(起)昭43. 4.26
(施)昭43. 5. 2

治山課

3205 8 昭和41年度以降例規綴　No.２
民有林林道事業設計書作成要領および民有林林道
事業標準歩掛表について

昭和４３年度 (起)昭43. 5.30 治山課

3205 9 昭和41年度以降例規綴　No.２ 静岡県林道必携第２号追録の送付について 昭和４２年度 (起)昭42. 9.21 治山課

3205 10 昭和41年度以降例規綴　No.２ 静岡県林道必携追録の送付について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.11
(決)昭42. 9.18

治山課

3205 11 昭和41年度以降例規綴　No.２
林道施設災害復旧事業の「奥地幹線林道」「その
他の林道」の区分について

昭和４２年度
(起)昭42. 8.31
(決)昭42. 9. 9
(施)昭42. 9.11

治山課

3205 12 昭和41年度以降例規綴　No.２
林道事業施行要領及び林道事業取扱要領の改正に
ついて

昭和４２年度 (起)昭42. 7.13 治山課

3205 13 昭和41年度以降例規綴　No.２
林業関係事業補助金等交付要綱の一部改正につい
て

昭和４２年度
(起)昭42. 7.26
(決)昭42. 7.26
(施)昭42. 7.26

治山課

3205 14 昭和41年度以降例規綴　No.２
民有林林道事業設計書の作製についての一部改正
について

昭和４２年度 (起)昭42. 5.31 治山課

3205 15 昭和41年度以降例規綴　No.２
民有林林道事業設計書の作製についての一部改正
について

昭和４２年度 (起)昭42. 6.16 治山課

3205 16 昭和41年度以降例規綴　No.２
建設業退職金共済制度の実施に伴う諸経費の取扱
いについて

昭和４１年度
(起)昭41.12. 2
(決)昭41.12. 3
(施)昭41.12. 3

総務課

3205 17 昭和41年度以降例規綴　No.２
農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業補助金
交付要綱の制定について

昭和４１年度 (収)昭41. 7.20 農林事務次官

3206 1 林道事業路線調査 昭和47年度路線調査の資料について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.21
(決)昭47. 3.21
(施)昭47. 3.21

治山課

3206 2 林道事業路線調査 林道長沢松間線路線調査について 昭和４６年度 (起)昭46. 9.10 治山課

3206 3 林道事業路線調査 林道西俣線路線調査について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.10
(決)昭45. 9.10

治山課

3206 4 林道事業路線調査 昭和46年度林道事業路線調査について 昭和４５年度
(起)昭45. 8.22
(決)昭45. 8.22

治山課

3207 1 林道網計画 林道網計画検定調査要領 昭和４５年度 (収)昭45.11.30 林野庁林道課

3207 2 林道網計画 林道問題検討計画のアウトライン 昭和４５年度 (収)昭45. 7.25 林野庁林道課

3207 3 林道網計画 林道網計画策定要領（案） 昭和４５年度 (収)昭45. 7.31 林野庁林道課
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3208 1 峰越連絡林道計画 峰越連絡林道の事業計画の策定について 昭和４１年度 (起)昭41. 4.20 治山課

3209 1 林道事業５ヶ年計画調書　No.１ 林道事業新５ヶ年計画の樹立について 昭和４０年度 (収)昭40.11.29
沼津林業事務所
長

3209 2 林道事業５ヶ年計画調書　No.１ 林道事業新５ヶ年計画の樹立について 昭和４０年度 (収)昭40.10. 8
沼津林業事務所
長

3209 3 林道事業５ヶ年計画調書　No.１ 林道事業新５ヶ年計画書の提出について 昭和４０年度 (収)昭40. 8.30
静岡林業事務所
長

3209 4 林道事業５ヶ年計画調書　No.１ 林道事業新５ヶ年計画の樹立について 昭和４０年度 (収)昭40.12.24
金谷林業事務所
長

3209 5 林道事業５ヶ年計画調書　No.１ 林道事業新５ヶ年計画の樹立について 昭和４０年度 (収)昭40.11. 9
天竜林業事務所
長

3210 1 林道事業５ヶ年計画調書　No.２ 「林道事業整備５ヶ年計画」作成について 昭和４２年度 (起)昭42.10. 9 治山課

3210 2 林道事業５ヶ年計画調書　No.２ 林道事業新５ヶ年計画の樹立について 昭和４０年度 (収)昭40. 9.24
下田林業事務所
長

3211 1 林道網整備５ヶ年計画 ５ヶ年計画表 昭和４３年度

3212 1
県行造林事業融資関係綴（含行政
監察関係）

森林資源の開発造成に関する行政監察結果の通知
に対する回答後の措置状況について（回答）

昭和４５年度
(起)昭45.10. 8
(決)昭45.10. 9

県営林課

3212 2
県行造林事業融資関係綴（含行政
監察関係）

県営林の造林事業に対する地方債の許可について 昭和４４年度
(起)昭44.12. 9
(決)昭44.12.17
(施)昭44.12.18

県営林課

3212 3
県行造林事業融資関係綴（含行政
監察関係）

森林資源の開発造成に関する行政監察（調査）結
果について

昭和４４年度 (起)昭44.10.31 県営林課

3212 4
県行造林事業融資関係綴（含行政
監察関係）

森林資源の開発造成に関する行政監察の実施に伴
う資料の提出について

昭和４４年度 (起)昭44. 7.25 県営林課

3212 5
県行造林事業融資関係綴（含行政
監察関係）

県営林造林事業に対する融資について（伺） 昭和４４年度
(起)昭44. 6.27
(決)昭44. 6.30
(施)昭44. 7. 1

県営林課

3213 1 定置関係 臨席願 昭和４２年度 (収)昭42.12. 9
静岡県定置漁業
協会長

3213 2 定置関係 供覧（定置協会役員会） 昭和４２年度 (起)昭42.10.20 水産課

3213 3 定置関係 事務所移転について 昭和４２年度 (収)昭42. 9. 2
静岡県定置漁業
協会長

3213 4 定置関係 静岡県定置漁業協会役員会 昭和４２年度 (収)昭42. 8. 3

3213 5 定置関係 臨席願 昭和４２年度 (収)昭42. 7.31
静岡県定置漁業
協会長

3213 6 定置関係 臨席願 昭和４２年度 (収)昭42. 7.20
静岡県定置漁業
協会長

3213 7 定置関係 休業届 昭和４２年度 (収)昭42. 4.19
小川漁業協同組
合長
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3213 8 定置関係 漁業権漁場の基点整備について（照会） 昭和４２年度 (収)昭42. 4.20
三重県農林水産
部長

3213 9 定置関係 供覧（定置漁業協会通常総会） 昭和４２年度 (起)昭42. 5.23 水産課

3213 10 定置関係 臨席願 昭和４２年度 (収)昭42. 5.11
静岡県定置漁業
協会長

3213 11 定置関係 臨席願 昭和４２年度 (収)昭42. 4.25
静岡県定置漁業
協会長

3213 12 定置関係 漁業法附則第３条について（回答） 昭和４２年度
(起)昭42. 4.19
(決)昭42. 4.20

水産課

3214 1 遊漁要領申請書綴
委員会指示に基づく遊漁要領承認申請の再提出方
について

昭和４３年度 (起)昭43. 9.16 水産課

3214 2 遊漁要領申請書綴 「遊漁要領」の承認について（通知） 昭和４５年度 (起)昭45. 6.  水産課

3214 3 遊漁要領申請書綴 遊漁要領承認申請について 昭和４４年度 (収)昭44. 8.26 賀茂支庁長

3214 4 遊漁要領申請書綴 遊漁要領の打合会開催について 昭和４４年度
(起)昭44. 7. 3
(決)昭44. 7. 5
(施)昭44. 7. 7

水産課

3215 1 遊漁要領審査綴 遊漁要領の説明会開催について（通知） 昭和４４年度
(起)昭44.11.27
(決)昭44.11.27
(施)昭44.11.27

水産課

3215 2 遊漁要領審査綴 遊漁要領の説明会開催について（通知） 昭和４４年度
(起)昭45. 1.17
(決)昭45. 1.21
(施)昭45. 1.21

水産課

3215 3 遊漁要領審査綴 「遊漁要領」の承認について 昭和４５年度 (起)昭45. 6.  水産課

3215 4 遊漁要領審査綴 県公報の送付について 昭和４５年度
(起)昭45. 7.21
(決)昭45. 7.25
(施)昭45. 7.27

水産課

3215 5 遊漁要領審査綴 遊漁要領説明会開催について（通知） 昭和４４年度
(起)昭45. 2. 5
(決)昭45. 2. 7
(施)昭45. 2. 9

水産課

3216 1 議事諮問答申書綴 知事許可漁業の一斉更新について（答申） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.29
(決)昭48. 3.29
(施)昭48. 3.29

水産課

3216 2 議事諮問答申書綴
中型まき網漁業許可定数の一部変更について（答
申）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.26
(決)昭48. 2.26
(施)昭48. 2.26

水産課

3216 3 議事諮問答申書綴 静岡県漁業調整規則の一部改正について（答申） 昭和４７年度
(起)昭47.11.14
(決)昭47.11.14
(施)昭47.11.14

水産課

3216 4 議事諮問答申書綴
しらうお船曳網漁業の許可有効期間について（答
申）

昭和４７年度
(起)昭47.11.14
(決)昭47.11.14
(施)昭47.11.14

水産課

3216 5 議事諮問答申書綴
さより船曳網漁業の許可有効期間について（答
申）

昭和４７年度
(起)昭47.11.14
(決)昭47.11.14
(施)昭47.11.14

水産課

3216 6 議事諮問答申書綴
海洋水産資源開発促進法に基づく沿岸水産資源開
発区域の設定について（答申）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.27
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.27

水産課

3216 7 議事諮問答申書綴 特定区画漁業権の免許について（答申） 昭和４７年度
(起)昭47. 9.27
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.27

水産課
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3216 8 議事諮問答申書綴 区画漁業の漁場計画について（答申） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.22
(決)昭47. 6.26
(施)昭47. 6.26

水産課

3216 9 議事諮問答申書綴
駿河湾内いわし船曳網漁業の許可について（答
申）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 1
(決)昭47. 6. 1
(施)昭47. 6. 1

水産課

3216 10 議事諮問答申書綴
中型まき網漁業許可定数の一部変更について（答
申）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 1
(決)昭47. 6. 1
(施)昭47. 6. 1

水産課

3216 11 議事諮問答申書綴
遠州灘海域におけるめひかりいか船曳網漁業の許
可について（答申）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 1
(決)昭47. 6. 1
(施)昭47. 6. 1

水産課

3216 12 議事諮問答申書綴 静岡県漁業調整規則の一部改正について（答申） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 1
(決)昭47. 6. 1
(施)昭47. 6. 1

水産課

3216 13 議事諮問答申書綴
昭和47年度「はまち」「かんぱち」種苗採捕許可
の有効期間について（答申）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.19
(決)昭47. 4.19
(施)昭47. 4.19

水産課

3216 14 議事諮問答申書綴
小型・中型まき網漁業許可定数の一部変更につい
て（答申）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.19
(決)昭47. 4.19
(施)昭47. 4.19

水産課

3216 15 議事諮問答申書綴
中型まき網漁業許可定数の一部変更について（答
申）

昭和４６年度
(起)昭46.12. 9
(決)昭46.12.10
(施)昭46.12.10

水産課

3216 16 議事諮問答申書綴 静岡県漁業調整規則の一部改正について（答申） 昭和４６年度
(起)昭46.12. 9
(決)昭46.12.10
(施)昭46.12.10

水産課

3216 17 議事諮問答申書綴
しらうお船曳網漁業の許可有効期間について（答
申）

昭和４６年度
(起)昭46.11.18
(決)昭46.11.18
(施)昭46.11.18

水産課

3216 18 議事諮問答申書綴
さより船曳網漁業の許可有効期間について（答
申）

昭和４６年度
(起)昭46.11.18
(決)昭46.11.18
(施)昭46.11.18

水産課

3216 19 議事諮問答申書綴 めひかりいか船曳網漁業許可について（答申） 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 6
(決)昭46. 9. 6
(施)昭46. 9. 6

水産課

3216 20 議事諮問答申書綴
遠州灘海域におけるめひかりいか船曳網漁業許可
について（答申）

昭和４６年度
(起)昭46. 6.16
(決)昭46. 6.16
(施)昭46. 6.16

水産課

3216 21 議事諮問答申書綴
駿河湾内いわし船曳網漁業の許可について（答
申）

昭和４６年度
(起)昭46. 6.16
(決)昭46. 6.16
(施)昭46. 6.16

水産課

3216 22 議事諮問答申書綴
昭和46年度「はまち」及び「かんぱち」の種苗採
捕許可の有効期間について（答申）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.26
(決)昭46. 4.28
(施)昭46. 4.28

水産課

3216 23 議事諮問答申書綴
さより船曳網漁業許可有効期間及び操業期間の延
長について（答申）

昭和４５年度
(起)昭46. 3.29
(決)昭46. 3.29
(施)昭46. 3.29

水産課

3216 24 議事諮問答申書綴
中型まき網漁業の許可隻数及び合計総トン数の最
高限度について（答申）

昭和４５年度
(起)昭46. 3.29
(決)昭46. 3.29
(施)昭46. 3.29

水産課

3216 25 議事諮問答申書綴
さより船曳網漁業の許可有効期間について（答
申）

昭和４５年度
(起)昭45.11.11
(決)昭45.11.11
(施)昭45.11.11

水産課

3216 26 議事諮問答申書綴
しらうお船曳網漁業の許可有効期間について（答
申）

昭和４５年度
(起)昭45.11.11
(決)昭45.11.11
(施)昭45.11.11

水産課

3216 27 議事諮問答申書綴 船曳網漁業の定数変更について（答申） 昭和４５年度
(起)昭45. 8.18
(決)昭45. 8.18
(施)昭45. 8.18

水産課

3216 28 議事諮問答申書綴
いわし船曳網漁業許可方針及びしらす船曳網漁業
許可の制限又は条件の改正について（答申）

昭和４５年度 (起)昭45. 8.18 水産課
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3216 29 議事諮問答申書綴
めひかりいか船曳網漁業許可の延長許可について
（答申）

昭和４５年度
(起)昭45. 8.18
(決)昭45. 8.18
(施)昭45. 8.18

水産課

3216 30 議事諮問答申書綴
昭和45年度「かんぱち」養殖用種苗採捕許可の取
扱い方針について（答申）

昭和４５年度 (起)昭45. 8.18 水産課

3216 31 議事諮問答申書綴 静岡県漁業調整規則一部改正について（答申） 昭和４５年度
(起)昭45. 8.18
(決)昭45. 8.18
(施)昭45. 8.18

水産課

3216 32 議事諮問答申書綴 知事許可漁業の一斉更新について（答申） 昭和４５年度
(起)昭45. 6.15
(決)昭45. 6.15

水産課

3216 33 議事諮問答申書綴 めひかりいか船曳網漁業許可について（答申） 昭和４５年度
(起)昭45. 6.15
(決)昭45. 6.15

水産課

3216 34 議事諮問答申書綴 中型まき網漁業の定数変更について（答申） 昭和４５年度
(起)昭45. 5.19
(決)昭45. 5.19
(施)昭45. 5.19

水産課

3216 35 議事諮問答申書綴
昭和45年度はまち種苗採捕船曳網又は小型旋網漁
業の許可有効期間について（答申）

昭和４５年度
(起)昭45. 5.19
(決)昭45. 5.19
(施)昭45. 5.19

水産課

3216 36 議事諮問答申書綴
さより船曳網漁業の許可有効期間について（答
申）

昭和４４年度
(起)昭44.10.28
(決)昭44.10.28
(施)昭44.10.28

水産課

3216 37 議事諮問答申書綴
「かんぱち」養殖用種苗採捕１そう船曳網漁業の
許可有効期間について（答申）

昭和４４年度 (起)昭44. 8. 5 水産課

3216 38 議事諮問答申書綴 定置漁業の保護区域の設定について（答申） 昭和４４年度
(起)昭44. 7. 7
(決)昭44. 7. 7
(施)昭44. 7. 7

水産課

3216 39 議事諮問答申書綴
中型まき網漁業の許可隻数及び合計総トン数並び
に小型まき網漁業の最高限度について（答申）

昭和４４年度
(起)昭44. 7. 7
(決)昭44. 7. 7
(施)昭44. 7. 7

水産課

3216 40 議事諮問答申書綴
はまち種苗採捕船曳網、小型旋網漁業の許可有効
期間について（答申）

昭和４４年度
(起)昭44. 5.12
(決)昭44. 5.12
(施)昭44. 5.12

水産課

3216 41 議事諮問答申書綴 県漁業調整規則の一部改正について（答申） 昭和４４年度
(起)昭44. 5.12
(決)昭44. 5.12
(施)昭44. 5.12

水産課

3216 42 議事諮問答申書綴 定置漁業の免許について（答申） 昭和４４年度
(起)昭44. 5.12
(決)昭44. 5.12
(施)昭44. 5.12

水産課

3216 43 議事諮問答申書綴 定置漁業の免許について（答申） 昭和４３年度
(起)昭43.12.12
(決)昭43.12.16
(施)昭43.12.16

水産課

3216 44 議事諮問答申書綴 定置漁業権の漁場計画について（答申） 昭和４３年度
(起)昭44. 2.20
(決)昭44. 2.20
(施)昭44. 2.20

水産課

3216 45 議事諮問答申書綴 船曳網漁業の定数変更について（答申） 昭和４３年度
(起)昭44. 2.20
(決)昭44. 2.20
(施)昭44. 2.20

水産課

3216 46 議事諮問答申書綴
さより船曳網漁業の許可有効期間について（答
申）

昭和４３年度
(起)昭43.12.12
(決)昭43.12.16
(施)昭43.12.16

水産課

3216 47 議事諮問答申書綴 定置漁業の保護区域の設定について（答申） 昭和４３年度
(起)昭43.10.21
(決)昭43.10.24
(施)昭43.10.25

水産課

3216 48 議事諮問答申書綴 定置、区画漁業の免許について（答申） 昭和４３年度
(起)昭43. 7.30
(決)昭43. 7.30
(施)昭43. 7.31

水産課

3216 49 議事諮問答申書綴
中型まき網漁業の許可隻数及び合計総トン数の最
高限度について（答申）

昭和４３年度
(起)昭43. 6.27
(決)昭43. 6.27
(施)昭43. 6.27

水産課
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3216 50 議事諮問答申書綴 漁場計画について（答申） 昭和４３年度
(起)昭43. 5.20
(決)昭43. 5.20
(施)昭43. 5.20

水産課

3216 51 議事諮問答申書綴 定数許可漁業の定数について（答申） 昭和４２年度 (起)昭42. 6. 9 水産課

3216 52 議事諮問答申書綴
許可漁業の許可内容及び制限又は条件について
（答申）

昭和４２年度 (起)昭42. 6.12 水産課

3216 53 議事諮問答申書綴
さより船曳網漁業の許可の有効期間について（答
申）

昭和４１年度
(起)昭42. 3.27
(決)昭42. 3.27

水産課

3216 54 議事諮問答申書綴 中型まき網漁業の定数一部変更について（答申） 昭和４１年度
(起)昭42. 3.27
(決)昭42. 3.27

水産課

3216 55 議事諮問答申書綴 区画漁業権免許について（答申） 昭和４１年度
(起)昭41. 8.23
(決)昭41. 8.23

水産課

3216 56 議事諮問答申書綴 漁場計画について（答申） 昭和４１年度
(起)昭41. 8. 5
(決)昭41. 8. 5

水産課

3216 57 議事諮問答申書綴 中型まき網漁業の定数一部変更について（答申） 昭和４１年度 (起)昭41. 5.21 水産課

3216 58 議事諮問答申書綴
はまち船曳まき網漁業許可の有効期間について
（答申）

昭和４１年度 (起)昭41. 5.21 水産課

3217 1
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第28回海区漁業調整委員会議題 昭和４３年度 (施)昭43. 4.30

3217 2
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第29回海区漁業調整委員会議題 昭和４３年度 (施)昭43. 5.20

3217 3
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第30回海区漁業調整委員会議題 昭和４３年度 (施)昭43. 6.27

3217 4
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第31回海区漁業調整委員会議題 昭和４３年度 (施)昭43. 7.  

3217 5
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第１回委員会議題 昭和４３年度 (施)昭43. 8.19

3217 6
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第２回漁業調整員会議題 昭和４３年度 (施)昭43. 9.11

3217 7
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第３回漁業調整員会議題 昭和４３年度 (施)昭43.10.18

3217 8
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第４回漁業調整員会議題 昭和４３年度 (施)昭43.12.11

3217 9
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第５回漁業調整員会議題 昭和４３年度 (施)昭44. 2.18

3217 10
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第３回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４３年度 (施)昭43.10.18

3217 11
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第６回漁業調整員会議題 昭和４３年度 (施)昭44. 2.19

3217 12
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和43年）

第７回漁業調整員会議題 昭和４３年度 (施)昭44. 3.27
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3218 1
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第７回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４７年度 (施)昭48. 2.26

3218 2
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第６回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.26

3218 3
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第５回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４７年度 (施)昭47.12. 7

3218 4
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第４回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４７年度 (施)昭47.11.14

3218 5
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第２回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４７年度 (施)昭47. 8.30

3218 6
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第１回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４７年度 (施)昭47. 8.21

3218 7
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第32回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４７年度 (施)昭47. 6.22

3218 8
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第31回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４７年度 (施)昭47. 6. 1

3218 9
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第27回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４６年度 (施)昭46.12. 9

3218 10
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第24回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４６年度 (施)昭46. 7.21

3218 11
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年から昭和48年）

第８回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44. 5.12

3219 1
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年）

第８回漁業調整委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44. 5.12

3219 2
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年）

第９回漁業調整委員会議題 昭和４４年度 (施)昭44. 7. 7

3219 3
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年）

第10回漁業調整委員会議題 昭和４４年度 (施)昭44. 8. 4

3219 4
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年）

第11回漁業調整委員会議題 昭和４４年度 (施)昭44.10.28

3219 5
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年）

第12回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４４年度 (施)昭44.12. 8

3219 6
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年）

議事録抄本送付について 昭和４４年度 (起)昭45. 1.10 水産課

3219 7
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和44年）

第13回海区漁業調整委員会議題 昭和４４年度 (施)昭45. 3.27

3220 1
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和45年）

第14回海区漁業調整委員会議題 昭和４５年度 (施)昭45. 4.24

3220 2
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和45年）

第15回海区漁業調整委員会議題 昭和４５年度 (施)昭45. 5.19

3220 3
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和45年）

第16回海区漁業調整委員会議題 昭和４５年度 (施)昭45. 6.15
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3220 4
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和45年）

第17回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４５年度 (施)昭45. 8.18

3220 5
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和45年）

第18回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和４５年度 (施)昭45. 9.14

3220 6
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和45年）

第19回海区漁業調整委員会議題 昭和４５年度 (施)昭45.11.11

3220 7
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和45年）

第20回海区漁業調整委員会議題 昭和４５年度 (施)昭46. 1.22

3220 8
静岡海区調整委員会議事録綴（昭
和45年）

第21回海区漁業調整委員会議題 昭和４５年度 (施)昭46. 3.29

3221 1 第３次漁港海岸事業５ヶ年計画 漁港海岸事業５ヶ年計画 昭和４５年度

3222 1 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分承認申請書について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.12.20
(決)昭54.12.24

漁港課

3222 2 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分承認申請書について

昭和５４年度
(起)昭54.12.20
(決)昭54.12.24

漁港課

3222 3 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分報告書について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 1
(決)昭54. 8. 3

漁港課

3222 4 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分報告書について

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 1
(決)昭54. 8. 3

漁港課

3222 5 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分承認について

昭和５４年度
(起)昭54. 7.13
(決)昭54. 7.13

漁港課

3222 6 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分承認申請書の提出について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.26
(決)昭54. 6.28

漁港課

3222 7 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分承認申請書の進達について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.10
(決)昭54. 5.10

漁港課

3222 8 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した各年度別処分制
限財産調書の提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.20
(決)昭53. 5.20

漁港課

3222 9 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分承認申請書の進達について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.20
(決)昭53. 5.20

漁港課

3222 10 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産処
分承認申請書の提出及び進達について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.30
(決)昭53. 3.31

漁港課

3222 11 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産の
処分承認申請書について（進達）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 2
(決)昭53. 3. 3
(施)昭53. 3. 3

漁港課

3222 12 処分制限財産調書 昭和51年度処分制限財産調書 昭和５２年度 (施)昭52. 5.31 漁港課

3222 13 処分制限財産調書 昭和50年度処分制限財産調書 昭和５１年度 (施)昭51. 5.28 漁港課

3222 14 処分制限財産調書 昭和49年度処分制限財産調書 昭和５０年度 (施)昭50. 5.  

3222 15 処分制限財産調書
昭和48年度漁港関係事業により取得した処分制限
財産に関する調書の提出について（うかがい）

昭和４９年度 (起)昭49. 6. 5 漁港課
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3222 16 処分制限財産調書
昭和47年度漁港関係事業により取得した処分制限
財産に関する調書の提出について

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 8
(決)昭48. 6. 9
(施)昭48. 6. 9

漁港課

3222 17 処分制限財産調書
昭和46年度漁港関係事業により取得した処分制限
財産に関する調書の提出について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.16
(決)昭47. 5.16
(施)昭47. 5.20

漁港課

3222 18 処分制限財産調書
昭和45年度漁港関係事業により取得した処分制限
財産に関する調書の提出について

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 7
(決)昭46. 4. 7
(施)昭46. 4. 7

漁港課

3222 19 処分制限財産調書
昭和44年度漁港関係補助事業により取得した処分
制限財産に関する調書の提出について

昭和４５年度
(起)昭45. 5.12
(決)昭45. 5.13
(施)昭45. 5.13

漁港課

3222 20 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産調
書について（通知）

昭和４４年度
(起)昭45. 1.26
(決)昭45. 1.30
(施)昭45. 1.31

漁港施設課

3222 21 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産に
関する調書の提出について

昭和４４年度
(起)昭44. 5.26
(決)昭44. 5.29
(施)昭44. 5.30

漁港施設課

3222 22 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産に
関する調書の提出について

昭和４２年度 水産課

3222 23 処分制限財産調書
漁港関係補助事業により取得した処分制限財産に
関する事務取扱いについて

昭和４２年度
(起)昭42.11.11
(決)昭42.11.16
(施)昭42.11.17

水産課

3223 1 廃川敷地下附申請（静岡市中島） 県有財産（廃川敷地）の下附について（伺） 昭和４１年度
(起)昭41. 6.  
(施)昭41. 8.27

管理課

3224 1
県有財産（出納事務局）所属替　
No.１

所属替引継書 昭和４２年度 (施)昭42.12. 7 管理課

3225 1 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 不動産鑑定評価依頼について 昭和４３年度 管理課 ○

3225 2 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 不動産鑑定評価について（供覧） 昭和４２年度 (起)昭43. 2.14 管理課 ○

3225 3 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和４２年度 (起)昭43. 1.12 管理課 ○

3225 4 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.25
(決)昭42. 9.27

管理課 ○

3225 5 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 狩野川廃川敷鑑定評価について（供覧） 管理課 ○

3225 6 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 不動産（土地）鑑定手数料支出 昭和４２年度 (起)昭42. 9.30 管理課 ○

3225 7 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 安倍口新田廃川敷鑑定評価について（供覧） 昭和４２年度 管理課 ○

3225 8 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 不動産鑑定評価手数料の支出 昭和４２年度 (起)昭42. 8.20 管理課 ○

3225 9 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和４２年度 (起)昭42. 7.18 管理課 ○

3225 10 安倍川廃川敷地鑑定評価綴 不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和４２年度 (決)昭42. 6.19 管理課 ○

3226 1 安倍川廃川敷払下陳情 安倍川廃川敷払下げ陳情について（供覧） 昭和４２年度 (起)昭42.11.21 管理課 ○
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3226 2 安倍川廃川敷払下陳情 安倍川廃川敷の払下陳情書について（供覧） 昭和４１年度 (起)昭42. 1.23 管理課 ○

3227 1
県有財産（出納事務局）所属替　
No.２

所属替引継書 昭和４３年度 (施)昭43. 6. 5 管理課

3228 1 狩野川台風被災写真集 狩野川台風被災写真集 昭和３３年度 ○

3229 1 災害統計（昭和41年版） 災害統計（昭和41年度） 昭和４１年度 (収)昭42. 3.14
建設省河川局防
災課長

3230 1 災害統計（昭和42年版） 災害統計（昭和42年度） 昭和４２年度 (収)昭43. 2.15
建設省河川局防
災課長

3231 1 災害統計（昭和43年版） 災害統計（昭和43年度） 昭和４３年度 (収)昭44. 2.15
建設省河川局防
災課長

3232 1 災害統計（昭和44年版） 災害統計（昭和44年度） 昭和４４年度 (収)昭45. 2.15
建設省河川局防
災課長

3233 1 災害統計（昭和45年版） 災害統計（昭和45年度） 昭和４５年度 (収)昭46. 2.15
建設省河川局防
災課長

3234 1 昭和41年日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報） 昭和４１年度
運輸省大臣官房
統計調査部 ○

3235 1 昭和42年日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報） 昭和４２年度
運輸省大臣官房
統計調査部 ○

3236 1 昭和43年日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報） 昭和４３年度
運輸省大臣官房
統計調査部 ○

3237 1 昭和44年日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報） 昭和４４年度
運輸省大臣官房
統計調査部 ○

3238 1 昭和45年日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報） 昭和４５年度
運輸省大臣官房
情報管理部 ○

3239 1
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会決定事項について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.  
(施)昭44. 9.25

調整課

3239 2
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４４年度 調整課

3239 3
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会提案事項について 昭和４４年度 (起)昭44. 9.17 調整課

3239 4
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度 (起)昭44. 8. 5 調整課

3239 5
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

富士明神ゴルフ場建設計画について 昭和４４年度 (起)昭44. 9.17 調整課

3239 6
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.28
(決)昭44. 9. 1
(施)昭44. 9. 1

調整課

3239 7
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

熱海自然郷開発計画の現地調査について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.25 調整課

3239 8
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.18 調整課
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3239 9
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.22 調整課

3239 10
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

豊岡養鶏団地建設計画について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.19 調整課

3239 11
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

豊岡養鶏団地建設計画について 昭和４４年度
(起)昭44. 8.19
(決)昭44. 8.19
(施)昭44. 8.19

調整課

3239 12
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地（水）利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４４年度 (起)昭44. 8. 8 調整課

3239 13
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会決定事項について 昭和４４年度
(起)昭44. 7. 3
(決)昭44. 7. 7
(施)昭44. 7. 8

調整課

3239 14
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

防災対策について 昭和４４年度
(起)昭44. 7. 1
(決)昭44. 7. 2
(施)昭44. 7. 3

調整課

3239 15
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会提案事項について 昭和４４年度
(起)昭44. 6.27
(決)昭44. 6.28

調整課

3239 16
土地利用対策委員会関係綴　No.
８

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.20 調整課

3240 1
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地（水）利用対策委員会決定事項 昭和４４年度 (起)昭44.12. 3 調整課

3240 2
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地（水）利用対策委員会提案事項について（う
かがい）

昭和４４年度 (起)昭44.11.28 調整課

3240 3
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４４年度 (起)昭44.12. 4 調整課

3240 4
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

富士明神ゴルフ場建設計画について 昭和４４年度
(起)昭44.12. 2
(施)昭44.12. 4

調整課

3240 5
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

案件の書類送付について（伺） 昭和４４年度 (起)昭44.12. 4 調整課

3240 6
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度 (起)昭44.11. 2 調整課

3240 7
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度
(起)昭44.11.25
(施)昭44.11.25

調整課

3240 8
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度
(起)昭44.11.15
(決)昭44.11.17
(施)昭44.11.17

調整課

3240 9
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策説明会の開催について 昭和４４年度
(起)昭44.11.15
(施)昭44.11.15

調整課

3240 10
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策説明会の開催について（通知） 昭和４４年度
(起)昭44.10.27
(施)昭44.11. 7

調整課

3240 11
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策説明会資料の印刷について（うかが
い）

昭和４４年度 (起)昭44.10.28 調整課

3240 12
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

復命書（現地調査） 昭和４４年度 (起)昭44.11.13 調整課

3240 13
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の開催について 調整課
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3240 14
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度
(起)昭44.10.28
(施)昭44.10.31

調整課

3240 15
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会決定事項について 昭和４４年度 (起)昭44.10.21 調整課

3240 16
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

大須賀ランド建設計画について 昭和４４年度 (起)昭44.10.24 調整課

3240 17
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４４年度 (起)昭44.10.21 調整課

3240 18
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会提案事項について 昭和４４年度 (起)昭44.10.16 調整課

3240 19
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭44.10. 6
(決)昭44.10. 9
(施)昭44.10. 9

調整課

3240 20
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭44.10. 2
(決)昭44.10. 2
(施)昭44.10. 3

調整課

3240 21
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会の議を経た事業の実施状況調
査について（伺）

昭和４４年度
(起)昭44.10.15
(決)昭44.10.15
(施)昭44.10.20

調整課

3240 22
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

浜松市フラワーパーク建設計画について 昭和４４年度
(起)昭44.10. 9
(施)昭44.10. 9

調整課

3240 23
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

浜松市フラワーパーク建設計画について 昭和４４年度 (決)昭44.10. 7 調整課

3240 24
土地利用対策委員会関係綴　No.
９

土地利用対策委員会で審議決定した事業計画の竣
工確認について

昭和４４年度
(起)昭44.10.13
(決)昭44.10.15
(施)昭44.10.16

調整課

3241 1
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会決定事項について 昭和４４年度 (起)昭45. 2. 3 調整課

3241 2
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会関係の事務処理について（う
かがい）

昭和４４年度 (起)昭45. 1.16 調整課

3241 3
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４４年度 (起)昭45. 1.29 調整課

3241 4
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.26
(決)昭45. 1.26
(施)昭45. 1.26

調整課

3241 5
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会決定事項について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.21
(施)昭45. 1.24

調整課

3241 6
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.21
(施)昭45. 1.21

調整課

3241 7
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.19
(施)昭45. 1.19

調整課

3241 8
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４４年度 (起)昭45. 1.19 調整課

3241 9
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.13
(施)昭45. 1.14

調整課

3241 10
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.16
(施)昭45. 1.19

調整課
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3241 11
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の開催について 調整課

3241 12
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

白須賀（井戸ヶ谷、宿南）団地造成事業計画書に
ついて

昭和４４年度
(起)昭44.12.24
(決)昭44.12.24
(施)昭45. 1. 8

調整課

3241 13
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地（水）利用対策委員会決定事項について 昭和４４年度
(起)昭44.12.20
(決)昭44.12.23
(施)昭44.12.24

調整課

3241 14
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

賀茂郡河津町逆川地区文化観光施設建設計画につ
いて

昭和４４年度
(起)昭44.12.23
(決)昭44.12.24
(施)昭44.12.24

調整課

3241 15
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地（水）利用対策委員会提案事項について（う
かがい）

昭和４４年度 (起)昭44.12.18 調整課

3241 16
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭44.11.21
(施)昭44.11.21

調整課

3241 17
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭44.11.15
(決)昭44.11.17
(施)昭44.11.17

調整課

3241 18
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度
(起)昭44.12. 9
(施)昭44.12.10

調整課

3241 19
土地利用対策委員会関係綴　
No.10

熱海峠丹那地区開発事業計画について 昭和４４年度 (起)昭44.12.15 調整課

3242 1
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会に対する報告について 昭和４５年度 (起)昭45. 4.15 調整課

3242 2
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会継留案件について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.24
(決)昭45. 3.24
(施)昭45. 3.25

調整課

3242 3
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 5
(決)昭45. 3. 5
(施)昭45. 3. 5

調整課

3242 4
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 2
(決)昭45. 3. 3
(施)昭45. 3. 3

調整課

3242 5
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会決定事項について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.21
(決)昭45. 2.25
(施)昭45. 2.25

調整課

3242 6
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.17
(施)昭45. 2.18

調整課

3242 7
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４４年度 (起)昭45. 2.18 調整課

3242 8
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭45. 2. 2
(施)昭45. 2. 2

調整課

3242 9
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

伊豆エメラルドタウン第３期分譲地造成計画につ
いて

昭和４４年度
(起)昭45. 2.17
(施)昭45. 2.18

調整課

3242 10
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.10
(施)昭45. 2.12

調整課

3242 11
土地利用対策委員会関係綴　
No.11

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.13
(施)昭45. 2.13

調整課

3243 1 浜松市区画整理公園（４）
浜松都市計画公園の変更及び追加並びに同公園事
業及びその執行年度割の決定について

昭和４２年度
(起)昭42. 9.20
(決)昭42. 9.21
(施)昭42. 9.21

計画課
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3243 2 浜松市区画整理公園（４）
浜松都市計画公園の追加並びに同公園事業及びそ
の執行年度割の決定について

昭和４２年度
(起)昭42. 9.26
(決)昭42. 9.28

計画課

3244 1 静岡都市計画用途地域変更 用途別土地利用現況図 昭和４３年度

3245 1
都市計画変更承認申請書、公園
（上新屋第１・上西第１・西平第
１）

都市計画法第14条第１項の図書の写しの送付につ
いて

昭和４４年度 (収)昭44.12. 1 浜松市長

3246 1 浜松市下水道
浜松都市計画下水道の追加並びに同下水道事業及
びその執行年度割の決定について

昭和４３年度
(起)昭43. 8.12
(決)昭43. 8.19

計画課

3247 1
静岡都市計画地方審議会（浜松市
下水道）

浜松都市計画下水道の変更について 昭和４３年度
(起)昭44. 1. 9
(決)昭44. 1.29

計画課

3248 1
静岡都市計画地方審議会（伊東市
下水道）

伊東国際観光温泉文化都市建設計画下水道並びに
同国際観光温泉文化都市建設下水道事業及びその
執行年度割の変更について

昭和４３年度
(起)昭44. 2.19
(決)昭44. 3. 6
(施)昭44. 3. 6

計画課

3249 1
静岡都市計画地方審議会（伊東公
園）

伊東国際観光温泉文化都市建設計画公園の変更
（追加）に伴う図書の写しの送付について

昭和４５年度 (収)昭45. 9.30 伊東市長

3250 1 伊東港臨港地区変更申請書
伊東国際観光温泉文化都市建設計画臨港地区の変
更について

昭和４５年度
(起)昭45. 9.30
(決)昭45.11.20
(施)昭45.11.21

計画課

3251 1 袋井都市計画準防火地域
袋井都市計画準防火地域の決定に伴う図書の写し
の送付について

昭和４５年度 (収)昭45. 4.10 袋井市長

3252 1
静岡都市計画地方審議会（沼津
市）

沼津都市計画都市下水路及び同下水道の変更につ
いて

昭和４１年度
(起)昭42. 2. 6
(決)昭42. 2.10
(施)昭42. 2.10

計画課

3252 2
静岡都市計画地方審議会（沼津
市）

沼津都市計画公園の変更及び追加並びに同公園事
業及びその執行年度割の決定について

昭和４１年度
(起)昭42. 2. 7
(決)昭42. 2. 7
(施)昭42. 2. 8

計画課

3253 1
静岡都市計画地方審議会　伊東市
（公園）変更

伊東国際観光温泉文化都市建設計画公園の変更に
ついて

昭和４５年度
(起)昭45. 8.26
(決)昭45. 9. 2
(施)昭45. 9. 2

計画課

3253 2
静岡都市計画地方審議会　伊東市
（公園）変更

伊東国際観光温泉文化都市建設計画公園の変更に
ついて

昭和４４年度
(起)昭45. 1.23
(決)昭45. 2. 2

計画課

3253 3
静岡都市計画地方審議会　伊東市
（公園）変更

伊東国際観光温泉文化都市建設計画公園の変更
（追加）について

昭和４４年度 (起)昭44.10.23 計画課

3253 4
静岡都市計画地方審議会　伊東市
（公園）変更

伊東国際観光温泉文化都市建設公園事業及びその
執行年度の決定

昭和４３年度
(起)昭43. 5.15
(決)昭43. 5.20
(施)昭43. 5.20

計画課

3253 5
静岡都市計画地方審議会　伊東市
（公園）変更

伊東国際観光温泉文化都市建設計画公園の変更及
び追加並びに同国際観光温泉文化都市建設計画公
園事業及びその執行年度割の決定について

昭和４２年度
(起)昭42. 9. 4
(決)昭42. 9. 6
(施)昭42. 9. 6

計画課

3254 1
静岡市広野北土地区画整理事業認
可申請書

静岡市広野北土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.11
(決)昭46. 6.14

計画課

3254 2
静岡市広野北土地区画整理事業認
可申請書

静岡市広野北土地区画整理組合の設立認可につい
て（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭46. 3.  
(決)昭46. 3. 6

計画課

3255 1
昭和44年度以前宅地造成等規制関
係資料

宅地造成区域の実態調査について（依頼） 昭和４３年度 (施)昭43. 5. 9 建築課
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3255 2
昭和44年度以前宅地造成等規制関
係資料

宅地造成区域の実態調査報告書 昭和４３年度 (施)昭43.11.  建築課

3255 3
昭和44年度以前宅地造成等規制関
係資料

宅地造成規制行政の概要（昭和43年３月現在）

3255 4
昭和44年度以前宅地造成等規制関
係資料

住宅地造成事業に関する法律施行令第１条ただし
書に規定する区域及び規模に関する規則他

神戸市土木局道
路部防災課

3255 5
昭和44年度以前宅地造成等規制関
係資料

宅地造成等規制法の運用

3255 6
昭和44年度以前宅地造成等規制関
係資料

宅地造成工事規制区域指定についての説明会会議
次第

昭和４３年度 (施)昭43.11. 8

3255 7
昭和44年度以前宅地造成等規制関
係資料

宅地開発に関する行政監察結果に基づく勧告 昭和４３年度 行政管理庁

3256 1 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局再免許申請書の提出について 水道課

3256 2 榛南水道無線局免許申請書綴 無線従事者選任届の提出について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.13
(決)昭46. 3.16
(施)昭46. 3.16

水道課

3256 3 榛南水道無線局免許申請書綴 榛南水道用無線局の開設について（供覧） 昭和４５年度
(起)昭46. 2.13
(決)昭46. 2.17
(施)昭46. 2.17

水道課

3256 4 榛南水道無線局免許申請書綴
榛南水道無線局の試験電波発射届及び工事落成届
の提出について

昭和４５年度
(起)昭46. 2. 1
(決)昭46. 2. 3

水道課

3256 5 榛南水道無線局免許申請書綴 榛南水道用無線局免許申請書の提出について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.17
(決)昭45. 9.18

水道課

3256 6 榛南水道無線局免許申請書綴
水道事業用無線局の免許（承認）について（供
覧）

昭和４４年度 (起)昭44. 9.29 水道課

3256 7 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局の開設について（供覧） 昭和４４年度 (起)昭44. 9.16 水道課

3256 8 榛南水道無線局免許申請書綴
無線局の無線従事者選任届の提出について（榛南
水道無線電話・テレメータ局）

昭和４４年度
(起)昭44. 8.25
(決)昭44. 8.25

水道課

3256 9 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局の工事落成届の提出について 水道課

3256 10 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局の開設について（供覧） 昭和４４年度 (起)昭44. 7.10 水道課

3256 11 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局の工事落成届の提出について 昭和４４年度
(起)昭44. 6.13
(決)昭44. 6.16

水道課

3256 12 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局の開設について（供覧） 昭和４４年度 (起)昭44. 5. 9 水道課

3256 13 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局設置に伴う予算証明について 昭和４３年度 (起)昭44. 2. 4 水道課

3256 14 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局免許申請書の提出について 昭和４３年度 (起)昭43.12. 4 水道課

3256 15 榛南水道無線局免許申請書綴 無線局免許申請書の提出について 昭和４３年度 (起)昭43.12. 4 水道課
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3257 1 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４８年度 (収)昭48.12. 6
大井川水道事務
所長

3257 2 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４８年度 (収)昭48. 4. 2
大井川水道事務
所長

3257 3 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭48. 3.12
大井川水道事務
所長

3257 4 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭48. 2.12
大井川水道事務
所長

3257 5 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭48. 1.31
大井川水道事務
所長

3257 6 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47.12.15
大井川水道事務
所長

3257 7 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47.11.27
大井川水道事務
所長

3257 8 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47.11.10
大井川水道事務
所長

3257 9 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47.10.11
大井川水道事務
所長

3257 10 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47. 9.11
大井川水道事務
所長

3257 11 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47. 8.17
大井川水道事務
所長

3257 12 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47. 7.11
大井川水道事務
所長

3257 13 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47. 6.28
大井川水道事務
所長

3257 14 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47. 5.12
大井川水道事務
所長

3257 15 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４７年度 (収)昭47. 4. 5
大井川水道事務
所長

3257 16 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭47. 3. 4
大井川水道事務
所長

3257 17 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭47. 1.31
大井川水道事務
所長

3257 18 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭47. 1.24
大井川水道事務
所長

3257 19 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46.12. 8
大井川水道事務
所長

3257 20 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46.11.25
大井川水道事務
所長

3257 21 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46.10.14
大井川水道事務
所長
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3257 22 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46. 9.14
大井川水道事務
所長

3257 23 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46. 8.21
大井川水道事務
所長

3257 24 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46. 7.10
大井川水道事務
所長

3257 25 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46. 6.14
大井川水道事務
所長

3257 26 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46. 5.14
大井川水道事務
所長

3257 27 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４６年度 (収)昭46. 4. 6
大井川水道事務
所長

3257 28 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭46. 3. 4
大井川水道事務
所長

3257 29 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭46. 2.12
大井川水道事務
所長

3257 30 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭45.12.24
大井川水道事務
所長

3257 31 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭45. 9.30
大井川水道事務
所長

3257 32 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭45. 9. 4
大井川水道事務
所長

3257 33 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭45. 8. 5
大井川水道事務
所長

3257 34 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭45. 9.11
大井川水道事務
所長

3257 35 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭45. 6. 1
大井川水道事務
所長

3257 36 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭45. 5.18
大井川水道事務
所長

3257 37 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４５年度 (収)昭45. 4.14
大井川水道事務
所長

3257 38 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４４年度 (収)昭45. 3. 5
大井川水道事務
所長

3257 39 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４４年度 (収)昭45. 2. 5
大井川水道事務
所長

3257 40 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４４年度 (収)昭45. 1. 8
大井川水道事務
所長

3257 41 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４４年度 (収)昭44.12.16
大井川水道事務
所長

3257 42 榛南水道水質試験成績表 水道水水質検査成績書 昭和４４年度 (収)昭44. 8.27
大井川水道事務
所長
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3258 1 榛南水道関係綴 水源補償費の支出について 昭和４４年度 水道課

3258 2 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う吉田町水源補償に関する覚書
に基づく確認事項について（供覧）

昭和４４年度
(起)昭44. 6. 2
(決)昭44. 6. 5

水道課

3258 3 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う吉田町水源補償に関する覚書
に基づく確認事項について（伺い）

昭和４４年度
(起)昭44. 5.21
(決)昭44. 5.26

水道課

3258 4 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う吉田町水源補償に関する覚書
について（供覧）

昭和４３年度 (起)昭43.11.13 水道課

3258 5 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う吉田町水源補償に関する覚書
について（伺い）

昭和４３年度
(起)昭43.11.12
(決)昭43.11.12
(施)昭43.11.12

水道課

3258 6 榛南水道関係綴
榛南水道水源テストボーリングの方法及条件につ
いて（回答）

昭和４３年度 (起)昭43. 6.14 水道課

3258 7 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う水源占用施設に関する意見に
ついて

昭和４２年度
(起)昭43. 2. 1
(決)昭43. 2.19

水道課

3258 8 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う送水管布設に関する同意につ
いて（依頼）

昭和４２年度
(起)昭43. 2. 1
(決)昭43. 3. 6
(施)昭43. 3. 6

水道課

3258 9 榛南水道関係綴 租税特別措置法第33条の２に関する協議について 昭和４３年度 (起)昭43. 4. 1 工業用水課

3258 10 榛南水道関係綴 県営榛南水道事業用地取得について 昭和４２年度
(起)昭43. 2.26
(決)昭43. 2.26
(施)昭43. 2.26

工業用水課

3258 11 榛南水道関係綴 県営榛南水道事業関係用地取得について 昭和４２年度
(決)昭43. 2.16
(施)昭43. 2.16

工業用水課

3258 12 榛南水道関係綴
昭和41年度大井川広域上水道調査に伴う地元負担
金の収入

工業用水課

3258 13 榛南水道関係綴 供覧 昭和４１年度 (起)昭41.12.22 工業用水課

3258 14 榛南水道関係綴 供覧 昭和４１年度 (起)昭41.12.22 工業用水課

3258 15 榛南水道関係綴 大井川広域上水道供給に関する覚書について 昭和４１年度 (起)昭41.12.14 工業用水課

3258 16 榛南水道関係綴 大井川広域上水道計画に関する打合せについて 昭和４１年度
(起)昭41.12. 2
(施)昭41.12. 2

工業用水課

3258 17 榛南水道関係綴
昭和41年度大井川広域上水道調査に伴う地元負担
金について

昭和４１年度 (起)昭41. 9.26 工業用水課

3258 18 榛南水道関係綴
昭和41年度大井川広域上水道調査に伴う地元負担
金の収入

昭和４１年度 (起)昭41.10. 1 工業用水課

3258 19 榛南水道関係綴 供覧 昭和４１年度 (起)昭41. 7.11 工業用水課

3258 20 榛南水道関係綴
昭和41年度大井川広域上水道調査に伴う地元負担
金について

昭和４１年度
(起)昭41. 5.21
(決)昭41. 5.23
(施)昭41. 5.31

工業用水課

3258 21 榛南水道関係綴 榛南水道に関する打合せ会について 昭和４２年度 (起)昭43. 1.19 工業用水課
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3258 22 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う水源占用施設に関する意見に
ついて

工業用水課

3258 23 榛南水道関係綴 供覧 昭和４２年度 (起)昭42.11.24 工業用水課

3258 24 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う水源占用施設に関する同意に
ついて（伺い）

昭和４２年度 (起)昭42.12. 2 工業用水課

3258 25 榛南水道関係綴
榛南水道事業に伴う水源占用施設に関する同意に
ついて（依頼）

工業用水課

3258 26 榛南水道関係綴 榛南水道打合せ　復命について 工業用水課

3258 27 榛南水道関係綴
昭和43年度上水道事業起債の要望調査提出につい
て

昭和４２年度 (施)昭42.10.17 工業用水課

3258 28 榛南水道関係綴 昭和42年度榛南水道事業打合せについて 昭和４２年度
(決)昭42.10.12
(施)昭42.10.12

工業用水課

3258 29 榛南水道関係綴
会議復命書（養殖主産地形成事業に関する協議
会）

昭和４２年度 (起)昭42.10.19 工業用水課

3258 30 榛南水道関係綴 復命書（吉田町水資源対策委員会） 昭和４２年度 (起)昭42. 9.29 工業用水課

3258 31 榛南水道関係綴 榛南水道に関する陳情について（回答） 昭和４２年度
(起)昭42. 9.26
(決)昭42. 9.27
(施)昭42. 9.28

工業用水課

3258 32 榛南水道関係綴 榛南水道事業に関する協力方お願いについて 昭和４２年度
(起)昭42. 9.19
(決)昭42. 9.19

工業用水課

3259 1
昭和42年静岡県議会議決書（正
本）

昭和42年２月県議会定例会議決書 昭和４１年度 ○

3259 2
昭和42年静岡県議会議決書（正
本）

昭和42年５月県議会臨時会議決書 昭和４２年度 ○

3259 3
昭和42年静岡県議会議決書（正
本）

昭和42年６月県議会定例会議決書 昭和４２年度 ○

3259 4
昭和42年静岡県議会議決書（正
本）

昭和42年９月県議会定例会議決書 昭和４２年度 ○

3259 5
昭和42年静岡県議会議決書（正
本）

昭和42年11月県議会定例会議決書 昭和４２年度 ○

3260 1
昭和43年静岡県議会議決書（正
本）

昭和43年２月県議会定例会議決書 昭和４２年度 ○

3260 2
昭和43年静岡県議会議決書（正
本）

昭和43年６月県議会定例会議決書 昭和４３年度 ○

3260 3
昭和43年静岡県議会議決書（正
本）

昭和43年９月県議会定例会議決書 昭和４３年度 ○

3260 4
昭和43年静岡県議会議決書（正
本）

昭和43年11月県議会定例会議決書 昭和４３年度 ○

3261 1
昭和44年静岡県議会議決書（正
本）

昭和44年２月県議会定例会議決書 昭和４３年度 ○
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3261 2
昭和44年静岡県議会議決書（正
本）

昭和44年６月県議会定例会議決書 昭和４４年度 ○

3261 3
昭和44年静岡県議会議決書（正
本）

昭和44年９月県議会定例会議決書 昭和４４年度 ○

3261 4
昭和44年静岡県議会議決書（正
本）

昭和44年11月県議会定例会議決書 昭和４４年度 ○

3262 1
昭和45年静岡県議会議決書（正
本）

昭和45年２月県議会定例会議決書 昭和４４年度 ○

3262 2
昭和45年静岡県議会議決書（正
本）

昭和45年６月県議会定例会議決書 昭和４５年度 ○

3262 3
昭和45年静岡県議会議決書（正
本）

昭和45年９月県議会定例会議決書 昭和４５年度 ○

3262 4
昭和45年静岡県議会議決書（正
本）

昭和45年11月県議会定例会議決書 昭和４５年度 ○

3263 1
昭和46年静岡県議会議決書（正
本）

昭和46年２月県議会定例会議決書 昭和４５年度 ○

3263 2
昭和46年静岡県議会議決書（正
本）

昭和46年５月県議会臨時会議決書 昭和４６年度 ○

3263 3
昭和46年静岡県議会議決書（正
本）

昭和46年６月県議会定例会議決書 昭和４６年度 ○

3263 4
昭和46年静岡県議会議決書（正
本）

昭和46年９月県議会定例会議決書 昭和４６年度 ○

3263 5
昭和46年静岡県議会議決書（正
本）

昭和46年11月県議会定例会議決書 昭和４６年度 ○

3264 1 昭和41年常任委員会会議録
６月定例会企画事業委員会会議録　昭和41年７月
６日～７日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 2 昭和41年常任委員会会議録
９月定例会企画事業委員会会議録　昭和41年10月
５日～６日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 3 昭和41年常任委員会会議録
11月定例会企画事業委員会会議録　昭和41年12月
５日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 4 昭和41年常任委員会会議録
２月定例会企画事業委員会会議録　昭和42年２月
８日～９日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 5 昭和41年常任委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録　昭和41年７月６日
～７日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 6 昭和41年常任委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録　昭和41年10月５日
～８日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 7 昭和41年常任委員会会議録 11月定例会総務委員会会議録　昭和41年12月５日 昭和４１年度 議事課 ○

3264 8 昭和41年常任委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録　昭和42年３月８日
～14日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 9 昭和41年常任委員会会議録
６月定例会民生労働委員会会議録　昭和41年７月
６日～９日

昭和４１年度 議事課 ○
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3264 10 昭和41年常任委員会会議録
９月定例会民生労働委員会会議録　昭和41年10月
６日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 11 昭和41年常任委員会会議録
11月定例会民生労働委員会会議録　昭和41年12月
５日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 12 昭和41年常任委員会会議録
２月定例会民生労働委員会会議録　昭和42年３月
８日～９日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 13 昭和41年常任委員会会議録
６月定例会衛生警察委員会会議録　昭和41年７月
６日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 14 昭和41年常任委員会会議録
９月定例会衛生警察委員会会議録　昭和41年10月
５日～６日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 15 昭和41年常任委員会会議録
11月定例会衛生警察委員会会議録　昭和41年12月
５日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 16 昭和41年常任委員会会議録
２月定例会衛生警察委員会会議録　昭和42年３月
８日～11日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 17 昭和41年常任委員会会議録
６月定例会経済農地委員会会議録　昭和41年７月
６日～８日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 18 昭和41年常任委員会会議録
９月定例会経済農地委員会会議録　昭和41年10月
５日～６日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 19 昭和41年常任委員会会議録
11月定例会経済農地委員会会議録　昭和41年12月
５日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 20 昭和41年常任委員会会議録
２月定例会経済農地委員会会議録　昭和42年３月
８日～９日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 21 昭和41年常任委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録　昭和41年７月
６日～７日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 22 昭和41年常任委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録　昭和41年10月
５日～６日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 23 昭和41年常任委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録　昭和41年12月
５日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 24 昭和41年常任委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録　昭和42年３月
８日～９日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 25 昭和41年常任委員会会議録
６月定例会林務土木委員会会議録　昭和41年７月
６日～７日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 26 昭和41年常任委員会会議録
９月定例会林務土木委員会会議録　昭和41年10月
６日～７日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 27 昭和41年常任委員会会議録
11月定例会林務土木委員会会議録　昭和41年12月
５日

昭和４１年度 議事課 ○

3264 28 昭和41年常任委員会会議録
２月定例会林務土木委員会会議録　昭和42年３月
８日～９日

昭和４１年度 議事課 ○

3265 1 昭和42年常任委員会会議録
６月定例会企画事業委員会会議録　昭和42年７月
５日～６日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 2 昭和42年常任委員会会議録
９月定例会企画事業委員会会議録　昭和42年10月
６日～７日

昭和４２年度 議事課 ○
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3265 3 昭和42年常任委員会会議録
11月定例会企画事業委員会会議録　昭和42年12月
４日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 4 昭和42年常任委員会会議録
２月定例会企画事業委員会会議録　昭和43年３月
13日～15日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 5 昭和42年常任委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録　昭和42年７月５日
～６日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 6 昭和42年常任委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録　昭和42年10月６日
～９日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 7 昭和42年常任委員会会議録 11月定例会総務委員会会議録　昭和42年12月４日 昭和４２年度 議事課 ○

3265 8 昭和42年常任委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録　昭和43年３月13日
～15日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 9 昭和42年常任委員会会議録
６月定例会民生労働委員会会議録　昭和42年７月
５日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 10 昭和42年常任委員会会議録
９月定例会民生労働委員会会議録　昭和42年10月
６日～９日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 11 昭和42年常任委員会会議録
11月定例会民生労働委員会会議録　昭和42年12月
４日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 12 昭和42年常任委員会会議録
２月定例会民生労働委員会会議録　昭和43年３月
14日～15日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 13 昭和42年常任委員会会議録
６月定例会衛生警察委員会会議録　昭和42年７月
５日～６日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 14 昭和42年常任委員会会議録
９月定例会衛生警察委員会会議録　昭和42年10月
６日～７日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 15 昭和42年常任委員会会議録
11月定例会衛生警察委員会会議録　昭和42年12月
４日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 16 昭和42年常任委員会会議録
２月定例会衛生警察委員会会議録　昭和43年３月
13日～15日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 17 昭和42年常任委員会会議録
６月定例会経済農地委員会会議録　昭和42年７月
５日～６日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 18 昭和42年常任委員会会議録
９月定例会経済農地委員会会議録　昭和42年10月
６日～７日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 19 昭和42年常任委員会会議録
11月定例会経済農地委員会会議録　昭和42年12月
４日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 20 昭和42年常任委員会会議録
２月定例会経済農地委員会会議録　昭和43年３月
14日～16日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 21 昭和42年常任委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録　昭和42年７月
５日～６日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 22 昭和42年常任委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録　昭和42年10月
６日～９日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 23 昭和42年常任委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録　昭和42年12月
１日、５日

昭和４２年度 議事課 ○
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3265 24 昭和42年常任委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録　昭和43年３月
13日～16日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 25 昭和42年常任委員会会議録
６月定例会林務土木委員会会議録　昭和42年７月
５日～６日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 26 昭和42年常任委員会会議録
９月定例会林務土木委員会会議録　昭和42年10月
６日～７日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 27 昭和42年常任委員会会議録
11月定例会林務土木委員会会議録　昭和42年12月
４日

昭和４２年度 議事課 ○

3265 28 昭和42年常任委員会会議録
２月定例会林務土木委員会会議録　昭和43年３月
13日～15日

昭和４２年度 議事課 ○

3266 1 昭和43年常任委員会会議録
６月定例会企画企業委員会会議録　昭和43年７月
13日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 2 昭和43年常任委員会会議録
９月定例会企画企業委員会会議録　昭和43年10月
３日～４日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 3 昭和43年常任委員会会議録
11月定例会企画企業委員会会議録　昭和43年12月
５日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 4 昭和43年常任委員会会議録 企画企業委員会協議会　昭和43年12月20日 昭和４３年度 議事課 ○

3266 5 昭和43年常任委員会会議録
２月定例会企画企業委員会会議録　昭和44年３月
13日～15日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 6 昭和43年常任委員会会議録 総務委員会協議会会議録　昭和43年６月６日 昭和４３年度 議事課 ○

3266 7 昭和43年常任委員会会議録 ６月定例会総務委員会会議録　昭和43年７月13日 昭和４３年度 議事課 ○

3266 8 昭和43年常任委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録　昭和43年10月３日
～４日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 9 昭和43年常任委員会会議録 11月定例会総務委員会会議録　昭和43年12月５日 昭和４３年度 議事課 ○

3266 10 昭和43年常任委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録　昭和44年３月13日
～15日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 11 昭和43年常任委員会会議録
６月定例会民生労働委員会会議録　昭和43年７月
13日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 12 昭和43年常任委員会会議録
９月定例会民生労働委員会会議録　昭和43年10月
３日～５日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 13 昭和43年常任委員会会議録
11月定例会民生労働委員会会議録　昭和43年12月
５日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 14 昭和43年常任委員会会議録
２月定例会民生労働委員会会議録　昭和44年３月
13日～15日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 15 昭和43年常任委員会会議録
６月定例会衛生警察委員会会議録　昭和43年７月
13日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 16 昭和43年常任委員会会議録
９月定例会衛生警察委員会会議録　昭和43年10月
３日～４日

昭和４３年度 議事課 ○
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3266 17 昭和43年常任委員会会議録
２月定例会衛生警察委員会会議録　昭和44年３月
13日～19日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 18 昭和43年常任委員会会議録
11月定例会衛生警察委員会会議録　昭和43年12月
５日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 19 昭和43年常任委員会会議録
６月定例会経済農地委員会会議録　昭和43年７月
13日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 20 昭和43年常任委員会会議録
９月定例会経済農地委員会会議録　昭和43年10月
３日～４日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 21 昭和43年常任委員会会議録
11月定例会経済農地委員会会議録　昭和43年12月
５日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 22 昭和43年常任委員会会議録
２月定例会経済農地委員会会議録　昭和44年３月
13日～20日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 23 昭和43年常任委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録　昭和43年７月
13日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 24 昭和43年常任委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録　昭和43年10月
３日～４日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 25 昭和43年常任委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録　昭和43年12月
５日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 26 昭和43年常任委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録　昭和44年３月
13日～20日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 27 昭和43年常任委員会会議録
６月定例会林務土木委員会会議録　昭和43年７月
13日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 28 昭和43年常任委員会会議録
９月定例会林務土木委員会会議録　昭和43年10月
３日～４日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 29 昭和43年常任委員会会議録
11月定例会林務土木委員会会議録　昭和43年12月
５日

昭和４３年度 議事課 ○

3266 30 昭和43年常任委員会会議録
２月定例会林務土木委員会会議録　昭和44年３月
13日～15日

昭和４３年度 議事課 ○

3267 1 昭和44年常任委員会会議録
６月定例会企画商工委員会会議録　昭和44年７月
２日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 2 昭和44年常任委員会会議録 ６月定例会総務委員会会議録　昭和44年７月２日 昭和４４年度 議事課 ○

3267 3 昭和44年常任委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録　昭和44年10月６日
～７日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 4 昭和44年常任委員会会議録 11月定例会総務委員会会議録　昭和44年12月４日 昭和４４年度 議事課 ○

3267 5 昭和44年常任委員会会議録
９月定例会企画商工委員会会議録　昭和44年10月
６日～７日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 6 昭和44年常任委員会会議録
11月定例会企画商工委員会会議録　昭和44年12月
４日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 7 昭和44年常任委員会会議録
２月定例会企画商工委員会会議録　昭和45年３月
13日～17日

昭和４４年度 議事課 ○

119 ページ



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

3267 8 昭和44年常任委員会会議録 ６月定例会厚生委員会会議録　昭和44年７月２日 昭和４４年度 議事課 ○

3267 9 昭和44年常任委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録　昭和44年10月６日
～７日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 10 昭和44年常任委員会会議録 11月定例会厚生委員会会議録　昭和44年12月４日 昭和４４年度 議事課 ○

3267 11 昭和44年常任委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録　昭和45年３月13日
～16日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 12 昭和44年常任委員会会議録
６月定例会農林水産委員会会議録　昭和44年７月
２日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 13 昭和44年常任委員会会議録
９月定例会農林水産委員会会議録　昭和44年10月
６日～７日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 14 昭和44年常任委員会会議録
11月定例会農林水産委員会会議録　昭和44年12月
４日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 15 昭和44年常任委員会会議録
２月定例会農林水産委員会会議録　昭和45年３月
13日～16日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 16 昭和44年常任委員会会議録 ６月定例会建設委員会会議録　昭和44年７月２日 昭和４４年度 議事課 ○

3267 17 昭和44年常任委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録　昭和44年10月６日
～７日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 18 昭和44年常任委員会会議録 11月定例会建設委員会会議録　昭和44年12月４日 昭和４４年度 議事課 ○

3267 19 昭和44年常任委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録　昭和45年３月13日
～17日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 20 昭和44年常任委員会会議録
６月定例会労働企業委員会会議録　昭和44年７月
２日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 21 昭和44年常任委員会会議録
９月定例会労働企業委員会会議録　昭和44年10月
６日～７日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 22 昭和44年常任委員会会議録
11月定例会労働企業委員会会議録　昭和44年12月
４日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 23 昭和44年常任委員会会議録
２月定例会労働企業委員会会議録　昭和45年３月
13日～17日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 24 昭和44年常任委員会会議録
６月定例会文教警察委員会会議録　昭和44年７月
２日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 25 昭和44年常任委員会会議録
９月定例会文教警察委員会会議録　昭和44年10月
６日～７日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 26 昭和44年常任委員会会議録
11月定例会文教警察委員会会議録　昭和44年12月
４日

昭和４４年度 議事課 ○

3267 27 昭和44年常任委員会会議録
２月定例会文教警察委員会会議録　昭和45年３月
13日～17日

昭和４４年度 議事課 ○

3268 1 昭和45年常任委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録　昭和45年７月６日
～７日

昭和４５年度 議事課 ○

120 ページ



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

3268 2 昭和45年常任委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録　昭和45年10月６日
～７日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 3 昭和45年常任委員会会議録 11月定例会総務委員会会議録　昭和45年12月３日 昭和４５年度 議事課 ○

3268 4 昭和45年常任委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録　昭和46年３月８日
～10日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 5 昭和45年常任委員会会議録
６月定例会企画商工委員会会議録　昭和45年７月
６日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 6 昭和45年常任委員会会議録
９月定例会企画商工委員会会議録　昭和45年10月
６日～７日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 7 昭和45年常任委員会会議録
11月定例会企画商工委員会会議録　昭和45年12月
３日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 8 昭和45年常任委員会会議録
２月定例会企画商工委員会会議録　昭和46年３月
８日～９日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 9 昭和45年常任委員会会議録 ６月定例会厚生委員会会議録　昭和45年７月６日 昭和４５年度 議事課 ○

3268 10 昭和45年常任委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録　昭和45年10月６日
～７日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 11 昭和45年常任委員会会議録 11月定例会厚生委員会会議録　昭和45年12月３日 昭和４５年度 議事課 ○

3268 12 昭和45年常任委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録　昭和46年３月８日
～９日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 13 昭和45年常任委員会会議録
６月定例会農林水産委員会会議録　昭和45年７月
６日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 14 昭和45年常任委員会会議録
９月定例会農林水産委員会会議録　昭和45年10月
６日～７日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 15 昭和45年常任委員会会議録
11月定例会農林水産委員会会議録　昭和45年12月
３日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 16 昭和45年常任委員会会議録
２月定例会農林水産委員会会議録　昭和46年３月
８日～10日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 17 昭和45年常任委員会会議録 ６月定例会建設委員会会議録　昭和45年７月６日 昭和４５年度 議事課 ○

3268 18 昭和45年常任委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録　昭和45年10月６日
～７日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 19 昭和45年常任委員会会議録 11月定例会建設委員会会議録　昭和45年12月３日 昭和４５年度 議事課 ○

3268 20 昭和45年常任委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録　昭和46年３月８日
～10日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 21 昭和45年常任委員会会議録
６月定例会労働企業委員会会議録　昭和45年７月
６日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 22 昭和45年常任委員会会議録
９月定例会労働企業委員会会議録　昭和45年10月
６日～７日

昭和４５年度 議事課 ○
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3268 23 昭和45年常任委員会会議録
11月定例会労働企業委員会会議録　昭和45年12月
３日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 24 昭和45年常任委員会会議録
２月定例会労働企業委員会会議録　昭和46年３月
８日～９日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 25 昭和45年常任委員会会議録
６月定例会文教警察委員会会議録　昭和45年７月
６日～７日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 26 昭和45年常任委員会会議録
９月定例会文教警察委員会会議録　昭和45年10月
６日～７日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 27 昭和45年常任委員会会議録
11月定例会文教警察委員会会議録　昭和45年12月
３日

昭和４５年度 議事課 ○

3268 28 昭和45年常任委員会会議録
２月定例会文教警察委員会会議録　昭和46年３月
８日～10日

昭和４５年度 議事課 ○

3269 1 昭和40年度決算特別委員会関係綴 決算特別委員会の開催について（通知） 昭和４１年度
(起)昭41.10.22
(決)昭41.10.24
(施)昭41.10.24

議事課 ○

3269 2 昭和40年度決算特別委員会関係綴 昭和40年度決算審査意見に対する説明 ○

3269 3 昭和40年度決算特別委員会関係綴 決算委員会開催について 昭和４１年度 (起)昭41.12. 2 議事課 ○

3269 4 昭和40年度決算特別委員会関係綴 決算審査について 昭和４１年度 (起)昭41.12. 3 議事課 ○

3269 5 昭和40年度決算特別委員会関係綴 決算特別委員会の開催について 昭和４１年度
(起)昭41.12.28
(決)昭42. 1. 5
(施)昭42. 1. 5

議事課 ○

3269 6 昭和40年度決算特別委員会関係綴 決算特別委員会開催日の変更について 昭和４１年度
(起)昭42. 1. 6
(施)昭42. 1. 6

議事課 ○

3269 7 昭和40年度決算特別委員会関係綴 決算特別委員会の開催について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.17
(施)昭42. 1.18

議事課 ○

3269 8 昭和40年度決算特別委員会関係綴 書幹案 昭和４１年度 (起)昭42. 1.27 議事課 ○

3269 9 昭和40年度決算特別委員会関係綴 昭和40年度決算特別委員会委員長報告 ○

3269 10 昭和40年度決算特別委員会関係綴 現地視察の実施について 昭和４１年度
(起)昭42. 2. 3
(施)昭42. 2. 4

議事課 ○

3270 1 昭和41年度決算特別委員会関係綴 昭和41年度決算特別委員会委員長報告 ○

3270 2 昭和41年度決算特別委員会関係綴 現地視察の実施について 昭和４２年度
(起)昭43. 1.23
(決)昭43. 1.24
(施)昭43. 1.24

議事課 ○

3270 3 昭和41年度決算特別委員会関係綴 委員会の開催について（通知） 昭和４２年度
(起)昭43. 2. 3
(決)昭43. 2. 5
(施)昭43. 2. 5

議事課 ○

3270 4 昭和41年度決算特別委員会関係綴 決算特別委員会の開催について 昭和４２年度
(起)昭43. 1. 5
(決)昭43. 1. 5

議事課 ○

3270 5 昭和41年度決算特別委員会関係綴 決算特別委員会の開催について 昭和４２年度
(起)昭42.12. 2
(決)昭42.12. 2
(施)昭42.12. 2

議事課 ○
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3270 6 昭和41年度決算特別委員会関係綴 決算審査について 昭和４２年度
(起)昭42.12. 2
(決)昭42.12. 2
(施)昭42.12. 2

議事課 ○

3270 7 昭和41年度決算特別委員会関係綴 決算特別委員会の日程（予定）について 昭和４２年度
(起)昭42.11. 6
(決)昭42.11. 7
(施)昭42.11. 7

議事課 ○

3271 1 昭和40年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会会議録　昭和41年11月４日 昭和４１年度 ○

3271 2 昭和40年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（商工部関係）　昭和41年
12月13日

昭和４１年度 ○

3271 3 昭和40年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会会議録　昭和41年12月９日 昭和４１年度 ○

3271 4 昭和40年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会会議録　昭和41年12月15日 昭和４１年度 ○

3271 5 昭和40年度決算特別委員会会議録 決算特別委員会会議録　昭和41年12月16日 昭和４１年度 ○

3271 6 昭和40年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（衛生部・人事委員会・議
会事務局関係）　昭和41年12月14日

昭和４１年度 ○

3271 7 昭和40年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（林務部・土木部）　昭和
42年２月１日

昭和４１年度 ○

3271 8 昭和40年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（公安委員会・教育委員
会・地方労働委員会）　昭和42年２月２日

昭和４１年度 ○

3271 9 昭和40年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（総務部）　昭和42年２月
３日

昭和４１年度 ○

3271 10 昭和40年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（民生労働部・とりまと
め）　昭和42年２月７日

昭和４１年度 ○

3272 1 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（総合審査・採決）　昭和
43年２月13日

昭和４２年度 ○

3272 2 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（総務部関係）　昭和43年
１月25日

昭和４２年度 ○

3272 3 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（教育委員会関係）　昭和
43年１月24日

昭和４２年度 ○

3272 4 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（公安委員会・事業部関
係）　昭和43年１月23日

昭和４２年度 ○

3272 5 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（土木部関係）　昭和43年
１月19日

昭和４２年度 ○

3272 6 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（農地部・林務部関係）　
昭和43年１月18日

昭和４２年度 ○

3272 7 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（商工部関係）　昭和43年
１月17日

昭和４２年度 ○

3272 8 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（経済部関係）　昭和42年
12月21日

昭和４２年度 ○

3272 9 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（衛生部関係）　昭和42年
12月20日

昭和４２年度 ○
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3272 10 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（民生労働部・地方労働委
員会事務局関係）　昭和42年12月19日

昭和４２年度 ○

3272 11 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（企画調整部関係）　昭和
42年12月15日

昭和４２年度 ○

3272 12 昭和41年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（出納事務局・監査委員事
務局・人事委員会事務局・県議会事務局関係）　
昭和42年12月14日

昭和４２年度 ○

3273 1 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（総務部関係）　昭和44年
１月22日

昭和４３年度 ○

3273 2 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（土木部関係）　昭和44年
１月21日

昭和４３年度 ○

3273 3 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（教育委員会関係）　昭和
44年１月17日

昭和４３年度 ○

3273 4 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（経済部関係）　昭和44年
１月16日

昭和４３年度 ○

3273 5 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（企画調整部関係）　昭和
43年12月12日

昭和４３年度 ○

3273 6 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（農地部・公安委員会関
係）　昭和44年１月13日

昭和４３年度 ○

3273 7 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（衛生部関係）　昭和43年
12月17日

昭和４３年度 ○

3273 8 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（商工部関係）　昭和43年
12月18日

昭和４３年度 ○

3273 9 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（企業局・林務部関係）　
昭和43年12月19日

昭和４３年度 ○

3273 10 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（民生労働部・地方労働委
員会事務局関係）　昭和43年12月13日

昭和４３年度 ○

3273 11 昭和43年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（出納・監査・人事委・議
会　各事務局関係）　昭和43年12月11日

昭和４３年度 ○

3274 1 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（総務部関係）　昭和45年
２月16日

昭和４４年度 ○

3274 2 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（農地部・公安委員会関
係）　昭和45年１月26日

昭和４４年度 ○

3274 3 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（教育委員会関係）　昭和
45年２月12日

昭和４４年度 ○

3274 4 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（企画調整部関係）　昭和
45年１月13日

昭和４４年度 ○

3274 5 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（商工部・企業局関係）　
昭和45年１月21日

昭和４４年度 ○

3274 6 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（農林水産部関係）　昭和
45年１月23日

昭和４４年度 ○
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3274 7 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（土木部関係）　昭和45年
１月27日

昭和４４年度 ○

3274 8 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（衛生部関係）　昭和45年
１月20日

昭和４４年度 ○

3274 9 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（民生部・職対部・地労委
関係）　昭和45年１月14日

昭和４４年度 ○

3274 10 昭和44年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（出納事務局・監査委員事
務局・人事委員会事務局・議会事務局関係）　昭
和44年12月９日

昭和４４年度 ○

3275 1 昭和45年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（出納・監査委員・人事委
員会・議会　各事務局関係）　昭和45年12月８日

昭和４５年度 ○

3275 2 昭和45年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（企画調整部・農地部・地
労委関係）　昭和45年12月11日

昭和４５年度 ○

3275 3 昭和45年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（民生部・職業対策部関
係）　昭和45年12月16日

昭和４５年度 ○

3275 4 昭和45年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（農林水産部関係）　昭和
46年２月３日

昭和４５年度 ○

3275 5 昭和45年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（商工部・土木部関係）　
昭和46年２月２日

昭和４５年度 ○

3275 6 昭和45年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（教育委員会・公安委員会
関係）　昭和46年２月５日

昭和４５年度 ○

3275 7 昭和45年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（総務部・選管関係）　昭
和46年２月16日

昭和４５年度 ○

3275 8 昭和45年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（衛生部・企業局関係）　
昭和45年12月17日

昭和４５年度 ○

3276 1 第15号  島田工業高校教職員組合 職員団体登録申請書 昭和４１年度 (収)昭41. 9.20
島田工業高校教
職員組合代表者

3276 2 第15号  島田工業高校教職員組合 職員団体登録事項変更届 昭和４２年度 (収)昭42. 4. 1
島田工業高校教
職員組合執行委
員長

3276 3 第15号  島田工業高校教職員組合 職員団体解散届 昭和４２年度 (収)昭43. 3.28
島田工業高校教
職員組合執行委
員長

3277 1
第19号  静岡県高等学校教職員協
議会

職員団体登録申請書 昭和４１年度 (収)昭41. 9.13
静岡県高等学校
教職員協議会代
表者

3277 2
第19号  静岡県高等学校教職員協
議会

職員団体解散届 昭和４４年度 (収)昭44. 7.21
静岡県高等学校
教職員協議会会
長

3278 1 第21号  中遠工業高校教職員組合 職員団体登録申請書 昭和４１年度 (収)昭41.10.31
中遠工業高校教
職員組合代表者

3278 2 第21号  中遠工業高校教職員組合 職員団体登録事項変更届 昭和４２年度 (収)昭42. 4. 1
中遠工業高校教
職員組合執行委
員長

125 ページ



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

3278 3 第21号  中遠工業高校教職員組合 職員団体解散届 昭和４３年度 (収)昭43. 5. 4
中遠工業高校教
職員組合執行委
員長

3279 1 第24号　藤枝北高校教職員組合 職員団体登録申請書 昭和４１年度 (収)昭42. 1.17
藤枝北高校教職
員組合代表者

3279 2 第24号　藤枝北高校教職員組合 職員団体登録事項変更届 昭和４２年度 (収)昭42. 5. 4
藤枝北高校教職
員組合執行委員
長

3279 3 第24号　藤枝北高校教職員組合 職員団体登録事項変更届 昭和４３年度 (収)昭43. 4.20
藤枝北高校教職
員組合執行委員
長

3279 4 第24号　藤枝北高校教職員組合 職員団体解散届 昭和４４年度 (収)昭44. 5. 7
藤枝北高校教職
員組合執行委員
長

3280 1 第31号　佐久間町役場職員組合 職員団体登録申請 昭和４１年度 (収)昭41. 8.30
佐久間町役場職
員組合執行委員
長

3280 2 第31号　佐久間町役場職員組合 執行委員長職務代行届 昭和４１年度 (収)昭42. 2.13
佐久間町役場職
員組合執行委員
長職務代行者

3280 3 第31号　佐久間町役場職員組合 職員団体登録事項変更届 昭和４３年度 (収)昭43.10. 7
佐久間町役場職
員組合執行委員
長

3280 4 第31号　佐久間町役場職員組合 職員団体解散届 昭和４４年度 (収)昭44. 5.13
佐久間町役場職
員組合執行委員
長

3281 1 昭和42年度静岡県文化奨励賞関係
昭和42年度文化奨励賞授賞式の実施について（う
かがい）

昭和４２年度 (起)昭42.12.14 社会教育課

3281 2 昭和42年度静岡県文化奨励賞関係
昭和42年度静岡県文化奨励賞受賞に関する議案の
上程について（うかがい）

昭和４２年度 (起)昭42.12.12 社会教育課

3281 3 昭和42年度静岡県文化奨励賞関係
昭和42年度静岡県文化奨励賞候補者選考委員の委
嘱について　うかがい

昭和４２年度
(起)昭42.11.29
(施)昭42.12. 4

社会教育課

3281 4 昭和42年度静岡県文化奨励賞関係
昭和42年度静岡県文化奨励賞候補者の推せんにつ
いて（依頼）

昭和４２年度 (起)昭42. 9. 6 社会教育課

3282 1 昭和43年度静岡県文化奨励賞関係
昭和43年度静岡県文化奨励賞受賞者の新聞発表に
ついて（うかがい）

昭和４３年度 (起)昭43. 4.30 社会教育課

3282 2 昭和43年度静岡県文化奨励賞関係
昭和43年度静岡県文化奨励賞賞状の文案について
（うかがい）

昭和４３年度 (起)昭43. 4.19 社会教育課

3282 3 昭和43年度静岡県文化奨励賞関係
昭和43年度静岡県文化奨励賞受賞者についての資
料の作成について

昭和４３年度
(起)昭43. 4.23
(決)昭43. 4.26

社会教育課

3282 4 昭和43年度静岡県文化奨励賞関係 昭和43年度文化奨励賞授賞式の実施について 昭和４３年度
(起)昭43. 4.17
(決)昭43. 4.18
(施)昭43. 4.18

社会教育課

3282 5 昭和43年度静岡県文化奨励賞関係
昭和43年度静岡県文化奨励賞受賞に関する議案の
上程について

昭和４３年度 (起)昭43. 4.13 社会教育課
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3282 6 昭和43年度静岡県文化奨励賞関係
昭和43年度静岡県文化奨励賞受賞候補者選考委員
の委嘱について（うかがい）

昭和４３年度 (起)昭43. 4. 4 社会教育課

3283 1 昭和44年度静岡県文化奨励賞関係
昭和44年度静岡県文化奨励賞賞状の文案について
（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44. 4.18
(決)昭44. 4.23

社会教育課

3283 2 昭和44年度静岡県文化奨励賞関係
昭和44年度県文化奨励賞受賞者の新聞発表につい
て（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 4.18 社会教育課

3283 3 昭和44年度静岡県文化奨励賞関係
昭和44年度静岡県文化奨励賞授与式の実施につい
て（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 4.14 社会教育課

3283 4 昭和44年度静岡県文化奨励賞関係
昭和44年度静岡県文化奨励賞受賞に関する議案の
上程について（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44. 4.12
(決)昭44. 4.18

社会教育課

3283 5 昭和44年度静岡県文化奨励賞関係
昭和44年度静岡県文化奨励賞受賞候補者選考委員
の委嘱について（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44. 4. 4
(決)昭44. 4. 7

社会教育課

3283 6 昭和44年度静岡県文化奨励賞関係
昭和44年度静岡県文化奨励賞候補者の推せんにつ
いて（依頼）

昭和４３年度 (起)昭44. 1. 6 社会教育課

3284 1 昭和45年度静岡県文化奨励賞関係
静岡県文化奨励賞受賞者の新聞発表について（う
かがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 4.23 社会教育課

3284 2 昭和45年度静岡県文化奨励賞関係 静岡県文化奨励賞賞状文案について（うかがい） 昭和４５年度 (起)昭45. 4.23 社会教育課

3284 3 昭和45年度静岡県文化奨励賞関係
昭和45年度静岡県文化奨励賞受賞者の決定につい
て

昭和４５年度
(起)昭45. 4.18
(決)昭45. 4.19
(施)昭45. 4.30

社会教育課

3284 4 昭和45年度静岡県文化奨励賞関係 静岡県文化奨励賞関係印刷物について 昭和４５年度 (起)昭45. 4.18 社会教育課

3284 5 昭和45年度静岡県文化奨励賞関係
昭和45年度静岡県文化奨励賞授与式の実施につい
て（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 4.15 社会教育課

3284 6 昭和45年度静岡県文化奨励賞関係
昭和45年度静岡県文化奨励賞受賞に関する議案の
上程について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 4.15 社会教育課

3284 7 昭和45年度静岡県文化奨励賞関係
昭和45年度静岡県文化奨励賞候補者選考委員の委
嘱について（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 4. 1
(決)昭45. 4. 2

社会教育課

3284 8 昭和45年度静岡県文化奨励賞関係
昭和45年度静岡県文化奨励賞候補者の推せんにつ
いて（依頼）

昭和４４年度
(起)昭45. 1. 7
(決)昭45. 1. 8

社会教育課

3285 1 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係
昭和46年度静岡県文化奨励賞候補者選考委員の委
嘱について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 1
(決)昭46. 4. 2
(施)昭46. 4. 5

社会教育課

3285 2 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係
昭和46年度静岡県文化奨励賞候補者の推せんにつ
いて（依頼）

昭和４５年度
(起)昭46. 1. 7
(決)昭46. 1. 7
(施)昭46. 1. 9

社会教育課

3285 3 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係
昭和46年度静岡県文化奨励賞受賞に関する議案の
上程について（うかがい）

昭和４６年度 (起)昭46. 4.13 社会教育課

3285 4 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係
昭和46年度静岡県文化奨励賞授与式の実施につい
て（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.14
(決)昭46. 4.16
(施)昭46. 4.20

社会教育課

3285 5 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係
昭和46年度文化奨励賞受賞者の決定について（通
知）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.21
(決)昭46. 4.24
(施)昭46. 4.30

社会教育課

3285 6 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係
静岡県文化奨励賞関係印刷物について（うかが
い）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.21
(決)昭46. 4.24

社会教育課
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3285 7 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係
静岡県文化奨励賞受賞者の新聞発表について（う
かがい）

昭和４６年度 (起)昭46. 4.24 社会教育課

3285 8 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係 静岡県文化奨励賞賞状文案について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 4.24 社会教育課

3285 9 昭和46年度静岡県文化奨励賞関係 静岡県文化奨励賞賞状文案について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 4.23 社会教育課

3286 1 昭和41年度静岡県芸術祭
第６回県芸術祭審査員委嘱および開催要項の配布
その他について

昭和４１年度
(起)昭41. 7.26
(決)昭41. 8. 1

社会教育課

3286 2 昭和41年度静岡県芸術祭
昭和41年度［第６回静岡県芸術祭」運営委員会開
催について（依頼）

社会教育課

3286 3 昭和41年度静岡県芸術祭 第６回静岡県芸術祭共催について（依頼） 昭和４１年度 (起)昭41. 5. 4 社会教育課

3287 1 昭和42年度静岡県芸術祭
第７回静岡県芸術祭に対する共催名義使用並びに
美術部門等展示場確保申請について

社会教育課

3287 2 昭和42年度静岡県芸術祭
芸術文化振興についての社会指導課長会議開催に
ついて

昭和４２年度 (起)昭42. 6.13 社会教育課

3287 3 昭和42年度静岡県芸術祭
昭和42年度「第７回静岡県芸術祭」後援について
（依頼）

昭和４２年度 (起)昭42. 7. 4 社会教育課

3287 4 昭和42年度静岡県芸術祭 第７回静岡県芸術祭開催について（うかがい） 昭和４２年度 (起)昭42. 7.21 社会教育課

3287 5 昭和42年度静岡県芸術祭
第７回県芸術祭審査員委嘱および開催要項の配布
その他について（うかがい）

昭和４２年度
(起)昭42. 7.31
(決)昭42. 7.31
(施)昭42. 8. 1

社会教育課

3287 6 昭和42年度静岡県芸術祭
昭和42年度芸術祭ポスター印刷についてのうかが
い

昭和４２年度 (起)昭42. 8.22 社会教育課

3287 7 昭和42年度静岡県芸術祭
昭和42年度県芸術祭ポスターの配布について（依
頼）

昭和４２年度 (起)昭42. 8.18 社会教育課

3287 8 昭和42年度静岡県芸術祭 第７回芸術祭美術部門特別出品の依頼について 昭和４２年度 (起)昭42. 9. 6 社会教育課

3287 9 昭和42年度静岡県芸術祭
昭和42年度市町村芸術祭共催および芸術文化振興
事業による教室開設についての打合せ会の開催に
ついて

昭和４２年度 (起)昭42. 9.13 社会教育課

3287 10 昭和42年度静岡県芸術祭 芸術選奨授与要項の制定について（伺い） 昭和４２年度
(起)昭42.10. 9
(決)昭42.10.11
(施)昭42.10.12

社会教育課

3287 11 昭和42年度静岡県芸術祭 県芸術祭美術部門審査員派遣について（伺い） 昭和４２年度
(起)昭42.10.11
(決)昭42.10.12
(施)昭42.10.12

社会教育課

3287 12 昭和42年度静岡県芸術祭 第２回芸術祭運営委員会開催について 昭和４２年度 (起)昭42.10.13 社会教育課

3287 13 昭和42年度静岡県芸術祭
静岡県芸術祭美術部門目録等の印刷について（う
かがい）

昭和４２年度 (起)昭42.10.18 社会教育課

3287 14 昭和42年度静岡県芸術祭
県芸術祭地方祭実施についての打合せ会開催につ
いて

昭和４２年度
(起)昭42.10. 7
(決)昭42.10. 7
(施)昭42.10. 9

社会教育課
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3287 15 昭和42年度静岡県芸術祭 新聞投書への回答について（伺い） 昭和４２年度 (起)昭42.10.23 社会教育課

3287 16 昭和42年度静岡県芸術祭 芸術祭文学部門審査会開催について 昭和４２年度 (起)昭42.10.23 社会教育課

3287 17 昭和42年度静岡県芸術祭
昭和42年度第７回静岡県芸術祭受賞者ならびに芸
術選奨受賞者の決定及び授賞式の開催について

昭和４２年度 (起)昭42.11.20 社会教育課

3287 18 昭和42年度静岡県芸術祭
都道府県教育委員会文化主管課における関係職員
調べについて（回答）

昭和４２年度
(起)昭42.12. 9
(決)昭42.12.13
(施)昭42.12.14

社会教育課

3287 19 昭和42年度静岡県芸術祭
地方芸術文化活動の助成に関する陳情書（案）提
出について（伺い）

昭和４２年度
(起)昭42.12.18
(決)昭42.12.19
(施)昭42.12.20

社会教育課

3287 20 昭和42年度静岡県芸術祭 市町村芸術祭共催事業報告書の提出について 昭和４２年度
(起)昭42.12.18
(決)昭42.12.19
(施)昭42.12.20

社会教育課

3287 21 昭和42年度静岡県芸術祭
第７回県展選抜展参加賞の委任状、領収書の提出
について

昭和４２年度 (起)昭43. 1. 9 社会教育課

3287 22 昭和42年度静岡県芸術祭
昭和42年度全国芸術文化担当者講習会受講者につ
いて（回報）

社会教育課

3287 23 昭和42年度静岡県芸術祭 芸術文化懇談会の開催について（伺い） 昭和４２年度 (起)昭43. 3.15 社会教育課

3288 1 昭和43年度静岡県芸術祭
昭和43年度静岡県芸術選奨受賞者の決定および授
賞式について

昭和４３年度 (起)昭44. 3.24 社会教育課

3288 2 昭和43年度静岡県芸術祭 静岡県芸術選奨文案について 昭和４３年度 (起)昭44. 3.26 社会教育課

3288 3 昭和43年度静岡県芸術祭 「静岡県県民文芸」有償領布について 昭和４３年度 (起)昭44. 3. 8 社会教育課

3288 4 昭和43年度静岡県芸術祭 芸術選奨受賞候補者選考委員の委嘱について 昭和４３年度 (起)昭44. 3. 3 社会教育課

3288 5 昭和43年度静岡県芸術祭
昭和43年度静岡県芸術選奨授与事業の実施につい
て（うかがい）

昭和４３年度 (起)昭44. 1.10 社会教育課

3288 6 昭和43年度静岡県芸術祭 「県民文芸」の校正方法について 昭和４３年度 (起)昭44. 1.13 社会教育課

3288 7 昭和43年度静岡県芸術祭
地方芸術文化振興のための助成に関する陳情書の
提出について（うかがい）

昭和４３年度
(起)昭43.12.17
(決)昭43.12.18

社会教育課

3288 8 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回県芸術祭美術部門反省会開催について 昭和４３年度 (起)昭43.12. 6 社会教育課

3288 9 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭地方祭（演劇部門）参加賞につい
て

昭和４３年度
(起)昭43.10. 8
(決)昭43.10. 8

社会教育課

3288 10 昭和43年度静岡県芸術祭
昭和43年度第８回県展選抜展出品表等の送付につ
いて

昭和４３年度 (起)昭43.12. 2 社会教育課

3288 11 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回県芸術祭賞状等の送付について 昭和４３年度
(起)昭43.11.28
(決)昭43.11.28

社会教育課

3288 12 昭和43年度静岡県芸術祭 県芸術祭美術部門各審査員への礼状について 昭和４３年度 (起)昭43.11.20 社会教育課
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3288 13 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回静岡県芸術祭受賞者ならびに授賞式の開催
について（うかがい）

昭和４３年度 (起)昭43.11.14 社会教育課

3288 14 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭芸術祭賞等賞状および賞状入れに
ついて

昭和４３年度 (起)昭43.11.16 社会教育課

3288 15 昭和43年度静岡県芸術祭
県芸術祭文学部門審査結果通知事務の外注につい
て

昭和４３年度 (起)昭43.11. 6 社会教育課

3288 16 昭和43年度静岡県芸術祭 県文化協会会長選考委員会の開催について 昭和４３年度 (起)昭43.11. 4 社会教育課

3288 17 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭美術部門（美術展）広告物等につ
いて

昭和４３年度 (起)昭43.11. 5 社会教育課

3288 18 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭美術部門運営委員会の決定事項に
ついて

昭和４３年度 (起)昭43.10.28 社会教育課

3288 19 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭美術部門地方受付事務打合せ会の
開催について

昭和４３年度 (起)昭43.10.29 社会教育課

3288 20 昭和43年度静岡県芸術祭
昭和43年度静岡県芸術祭美術部門（水彩画）の審
査員の派遣について

昭和４３年度 (起)昭43.10.30 社会教育課

3288 21 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回県芸術祭文学部門審査結果の案内について 昭和４３年度 (起)昭43.10.17 社会教育課

3288 22 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭美術部門関係印刷物および発送に
ついて

昭和４３年度
(起)昭43.10.17
(決)昭43.11.11
(施)昭43.11.13

社会教育課

3288 23 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回静岡県芸術祭案内状について 昭和４３年度 (起)昭43.10.15 社会教育課

3288 24 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭美術部門運営委員会の開催につい
て

昭和４３年度 (起)昭43.10.11 社会教育課

3288 25 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回静岡県芸術祭開催関係事務の委嘱依頼につ
いて

昭和４３年度 (起)昭43.10. 2 社会教育課

3288 26 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭地方祭関係事務担当者打合せ会の
開催について

昭和４３年度 (起)昭43.10. 2 社会教育課

3288 27 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭美術部門特別・委嘱作品の依頼に
ついて（うかがい）

昭和４３年度 (起)昭43. 9.25 社会教育課

3288 28 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭のステッカーの作成について（う
かがい）

昭和４３年度 (起)昭43. 9.26 社会教育課

3288 29 昭和43年度静岡県芸術祭 『県民文芸』の送付について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.24
(決)昭43. 9.24

社会教育課

3288 30 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回県芸術祭演劇部門実施要項の送付について 昭和４３年度 (起)昭43. 9. 3 社会教育課

3288 31 昭和43年度静岡県芸術祭 県文化協会理事会の開催について 昭和４３年度 (起)昭43. 8.29 社会教育課

3288 32 昭和43年度静岡県芸術祭 書幹 昭和４３年度 (起)昭43. 8.15 社会教育課

3288 33 昭和43年度静岡県芸術祭 県芸術祭の資料送付について 昭和４３年度
(起)昭43. 8.21
(決)昭43. 8.26

社会教育課
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3288 34 昭和43年度静岡県芸術祭 県芸術祭の実施状況について（回報） 昭和４３年度
(起)昭43. 8.21
(決)昭43. 8.26

社会教育課

3288 35 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回静岡県芸術祭審査員委嘱について 昭和４３年度 (起)昭43. 8. 5 社会教育課

3288 36 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回県芸術祭美術部門（書道）運営委員会の開
催について

昭和４３年度 (起)昭43. 8. 6 社会教育課

3288 37 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回県芸術祭開催要項印刷の発注について 昭和４３年度 (起)昭43. 7.29 社会教育課

3288 38 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回静岡県芸術祭開催要項の印刷および発送に
ついて（うかがい）

昭和４３年度
(起)昭43. 7.26
(決)昭43. 7.28

社会教育課

3288 39 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回静岡県芸術祭の後援について 昭和４３年度 (起)昭43. 7.19 社会教育課

3288 40 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回（昭和43年度）静岡県芸術祭の開催につい
て

昭和４３年度 (起)昭43. 7.20 社会教育課

3288 41 昭和43年度静岡県芸術祭 訃報について 昭和４３年度 (起)昭43. 7.24 社会教育課

3288 42 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回静岡県芸術祭運営委員委嘱状の送付につい
て

昭和４３年度 (起)昭43. 6.28 社会教育課

3288 43 昭和43年度静岡県芸術祭
第８回静岡県芸術祭開催にかかる静岡県文化協会
運営委員会の開催について

昭和４３年度 (起)昭43. 6.28 社会教育課

3288 44 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回静岡県芸術祭運営委員会の開催について 昭和４３年度 (起)昭43. 6.28 社会教育課

3288 45 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回静岡県芸術祭運営委員会の開催について 昭和４３年度
(起)昭43. 6.27
(決)昭43. 6.27
(施)昭43. 6.27

社会教育課

3288 46 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回静岡県芸術祭運営委員会の開催について 昭和４３年度 (起)昭43. 6.17 社会教育課

3288 47 昭和43年度静岡県芸術祭 『県民文芸』について 昭和４３年度 (起)昭43. 6.14 社会教育課

3288 48 昭和43年度静岡県芸術祭 『県民文芸』について 昭和４３年度 (起)昭43. 6.14 社会教育課

3288 49 昭和43年度静岡県芸術祭 昭和42年度「県民文芸」の送付について 昭和４３年度
(起)昭43. 6. 5
(決)昭43. 6. 8

社会教育課

3288 50 昭和43年度静岡県芸術祭 静岡県文化協会理事会の資料について 昭和４３年度 (起)昭43. 6.10 社会教育課

3288 51 昭和43年度静岡県芸術祭 第８回静岡県芸術祭後援依頼について 昭和４３年度
(起)昭43. 5.27
(決)昭43. 5.28
(施)昭43. 5.28

社会教育課

3288 52 昭和43年度静岡県芸術祭 第10回日展静岡展後援の承諾書の送付について 昭和４３年度 (起)昭43. 5.27 社会教育課

3288 53 昭和43年度静岡県芸術祭 静岡県文化協会事務局職員の委嘱について 社会教育課

3289 1 昭和44年度静岡県芸術祭 「県民文芸」有償領布について（うかがい） 昭和４４年度 (起)昭45. 3.16 社会教育課
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3289 2 昭和44年度静岡県芸術祭
昭和44年度静岡県芸術選奨授賞団体の決定および
授賞式について

昭和４４年度 (起)昭45. 2.19 社会教育課

3289 3 昭和44年度静岡県芸術祭
昭和44年度静岡県芸術選奨候補団体選考委員の委
嘱について（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭45. 1.13
(決)昭45. 2. 5

社会教育課

3289 4 昭和44年度静岡県芸術祭
昭和44年度静岡県芸術選奨授与事業の実施につい
て（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭45. 1.13 社会教育課

3289 5 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭文学部門「県民文芸」の発行
および印刷について（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭45. 1. 6 社会教育課

3289 6 昭和44年度静岡県芸術祭 「県民文芸」の校正の依頼について（うかがい） 昭和４４年度 (起)昭45. 1.17 社会教育課

3289 7 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭音楽部門、演劇部門反省会の
開催について

昭和４４年度 (起)昭44.12.11 社会教育課

3289 8 昭和44年度静岡県芸術祭
県芸術祭文学部門（地方）審査員謝礼の送付につ
いて

昭和４４年度 (起)昭44.12. 3 社会教育課

3289 9 昭和44年度静岡県芸術祭
静岡県芸術祭美術展選抜巡回展作品の搬出につい
て

昭和４４年度
(起)昭44.12. 4
(決)昭44.12. 8

社会教育課

3289 10 昭和44年度静岡県芸術祭 第９回静岡県芸術祭賞状・賞金の送付について 昭和４４年度 (起)昭44.12. 3 社会教育課

3289 11 昭和44年度静岡県芸術祭 第９回静岡県芸術祭美術展反省会の開催について 昭和４４年度
(起)昭44.12. 4
(決)昭44.12. 8

社会教育課

3289 12 昭和44年度静岡県芸術祭 県政モニターの回答について 昭和４４年度 (起)昭44.12. 4 社会教育課

3289 13 昭和44年度静岡県芸術祭 昭和44年度県展の調査について（回報） 昭和４４年度 (起)昭45. 1. 6 社会教育課

3289 14 昭和44年度静岡県芸術祭 昭和44年度第９回県展選抜展の作品について 昭和４４年度 (起)昭44.12. 3 社会教育課

3289 15 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭受賞者の決定および授賞式の
開催について（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44.11.17
(決)昭44.11.17

社会教育課

3289 16 昭和44年度静岡県芸術祭 文芸講演会案内状発送事務の外注について 昭和４４年度 (起)昭44.11.17 社会教育課

3289 17 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭美術展選別巡回展目録の印刷
について（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44.11.13 社会教育課

3289 18 昭和44年度静岡県芸術祭 県芸術祭美術展にかかる広告物承認願について 昭和４４年度 (起)昭44.10.29 社会教育課

3289 19 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回県芸術祭文学部門応募作品について（送
付）

昭和４４年度 (起)昭44. 9.29 社会教育課

3289 20 昭和44年度静岡県芸術祭 県美術展の調査について（回報） 昭和４４年度 (起)昭44.10.24 社会教育課

3289 21 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭美術展の実施について（うか
がい）

昭和４４年度 (起)昭44.10.24 社会教育課

3289 22 昭和44年度静岡県芸術祭
文芸講演会案内状はがきの印刷および発送につい
て（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44.10.24 社会教育課
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3289 23 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回県芸術祭演劇音楽部門プログラムの印刷に
ついて

昭和４４年度 (起)昭44.10.15 社会教育課

3289 24 昭和44年度静岡県芸術祭 芸術祭関係印刷物について 昭和４４年度 (起)昭44.10.13 社会教育課

3289 25 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回県芸術祭美術部門協力委員会の開催につい
て

昭和４４年度 (起)昭44.10.11 社会教育課

3289 26 昭和44年度静岡県芸術祭
県芸術祭演劇部門・音楽部門打合せ会の開催につ
いて

昭和４４年度 (起)昭44.10. 7 社会教育課

3289 27 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭文芸講演会講師について（依
頼）

昭和４４年度
(起)昭44. 7.21
(決)昭44. 7.26
(施)昭44. 8. 2

社会教育課

3289 28 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭審査員の委嘱について（うか
がい）

昭和４４年度 (起)昭44. 7. 2 社会教育課

3289 29 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭美術展委嘱出品の依頼につい
て（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 7. 2 社会教育課

3289 30 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭ポスターの印刷および発送に
ついて（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 6.18 社会教育課

3289 31 昭和44年度静岡県芸術祭
県芸術祭作品募集要項の発送に伴なう封筒書き事
務の外注について（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 6.27 社会教育課

3289 32 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭演劇公演会および音楽公演会
における公演団体の委嘱について（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 6.26 社会教育課

3289 33 昭和44年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭事務担当者打合せ会の開催に
ついて（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 6.24 社会教育課

3289 34 昭和44年度静岡県芸術祭
昭和44年度第９回静岡県芸術祭作品募集要項等の
印刷および発送について（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 6.10 社会教育課

3289 35 昭和44年度静岡県芸術祭 第９回静岡県芸術祭音楽部門協力委員会について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.18 社会教育課

3289 36 昭和44年度静岡県芸術祭
昭和44年度第９回静岡県芸術祭の後援について
（依頼）

昭和４４年度
(起)昭44. 6. 4
(決)昭44. 6.10

社会教育課

3289 37 昭和44年度静岡県芸術祭
昭和44年度静岡県芸術祭協力委員の委嘱ならびに
第１回協力委員会の開催について

昭和４４年度 (起)昭44. 5.21 社会教育課

3289 38 昭和44年度静岡県芸術祭
昭和44年度静岡県芸術祭企画委員の委嘱について
（うかがい）

昭和４４年度 (起)昭44. 5.12 社会教育課

3289 39 昭和44年度静岡県芸術祭 昭和43年度県芸術祭開催要項について（依頼） 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 7
(決)昭44. 4. 9
(施)昭44. 4. 9

社会教育課

3289 40 昭和44年度静岡県芸術祭 静岡県芸術選奨賞状等の送付について 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 1
(決)昭44. 4. 1

社会教育課

3289 41 昭和44年度静岡県芸術祭 第９回静岡県芸術祭後援について（依頼） 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 1
(決)昭44. 4. 3
(施)昭44. 4. 4

社会教育課

3290 1 昭和45年度静岡県芸術祭
静岡県芸術祭美術展反省会の開催について（依
頼）

昭和４５年度
(起)昭46. 1. 5
(決)昭46. 1.24
(施)昭46. 1.25

社会教育課

3290 2 昭和45年度静岡県芸術祭 奥書証明について（うかがい） 昭和４５年度 (起)昭46. 1.14 社会教育課
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3290 3 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭演劇・合唱コンクールの授賞
について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45.12.18 社会教育課

3290 4 昭和45年度静岡県芸術祭 第10回県展選抜展の申し込みについて 昭和４５年度 (起)昭45.11.30 社会教育課

3290 5 昭和45年度静岡県芸術祭 昭和45年度県展の調査について（回報） 昭和４５年度 (起)昭45.11.27 社会教育課

3290 6 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭合唱・演劇コンクール審査会
の開催について（依頼）

昭和４５年度 (起)昭45.12. 7 社会教育課

3290 7 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回県芸術祭美術展反省会の開催について（依
頼）

昭和４５年度 (起)昭45.12. 7 社会教育課

3290 8 昭和45年度静岡県芸術祭 第10回静岡県芸術祭賞状賞金の送付について 昭和４５年度 (起)昭45.11.30 社会教育課

3290 9 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭文芸講演会のポスターについ
て（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45.11. 4 社会教育課

3290 10 昭和45年度静岡県芸術祭 第10回県芸術祭美術展巡回展飾付指導について 昭和４５年度 (起)昭45.11. 4 社会教育課

3290 11 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭表彰式の実施について（うか
がい）

昭和４５年度 (起)昭45.11.13 社会教育課

3290 12 昭和45年度静岡県芸術祭 書翰案 昭和４５年度 (起)昭45.11. 4 社会教育課

3290 13 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭写真展の飾付について（うか
がい）

昭和４５年度 (起)昭45.10.29 社会教育課

3290 14 昭和45年度静岡県芸術祭 審査員派遣願い 昭和４５年度 (起)昭45.10.30 社会教育課

3290 15 昭和45年度静岡県芸術祭 第10回県芸術祭美術展の実施について（依頼） 昭和４５年度
(起)昭45.10.24
(決)昭45.10.26
(施)昭45.10.26

社会教育課

3290 16 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭新規事業の後援について（う
かがい）

昭和４５年度 (起)昭45.10.13 社会教育課

3290 17 昭和45年度静岡県芸術祭 第10回県芸術祭関係印刷物について（うかがい） 昭和４５年度 (起)昭45.10.15 社会教育課

3290 18 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭華道展打合せ会について（依
頼）

昭和４５年度 (起)昭45.10. 5 社会教育課

3290 19 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭演劇コンクールの審査につい
て（依頼）

昭和４５年度 (起)昭45.10. 7 社会教育課

3290 20 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭水石展・写真展・華道展への
作品出品について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 9.29 社会教育課

3290 21 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭写真展・水石展・華道展ポス
ターの印刷について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 9.26 社会教育課

3290 22 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭美術部門協力委員会の開催に
ついて（依頼）

昭和４５年度 (起)昭45. 9.25 社会教育課

3290 23 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭新規事業開催打合せ会につい
て（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 9.14 社会教育課
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3290 24 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭演劇公演会ポスターの印刷に
ついて（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 9.12 社会教育課

3290 25 昭和45年度静岡県芸術祭
昭和45年度（第10回）静岡県芸術祭演劇公演会の
共催について（依頼）

昭和４５年度 (起)昭45. 9. 4 社会教育課

3290 26 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭美術展委嘱出品について（依
頼）

昭和４５年度
(起)昭45. 8.10
(決)昭45. 8.14

社会教育課

3290 27 昭和45年度静岡県芸術祭 県展および芸術祭について（回報） 昭和４５年度
(起)昭45. 7.30
(決)昭45. 8. 3
(施)昭45. 8. 3

社会教育課

3290 28 昭和45年度静岡県芸術祭 第10回静岡県芸術祭ポスターについて（送付） 昭和４５年度 (起)昭45. 7.27 社会教育課

3290 29 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭審査員の委嘱について（うか
がい）

昭和４５年度
(起)昭45. 6.24
(決)昭45. 6.29

社会教育課

3290 30 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭ポスターの印刷について（う
かがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 6. 9 社会教育課

3290 31 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭美術部門（油絵・工芸）協力
委員会の開催について（依頼）

昭和４５年度 (起)昭45. 6.12 社会教育課

3290 32 昭和45年度静岡県芸術祭
昭和45年度第10回静岡県芸術祭の後援および後援
者賞の交付について（依頼）

昭和４５年度
(起)昭45. 6. 3
(決)昭45. 6. 6

社会教育課

3290 33 昭和45年度静岡県芸術祭
第10回静岡県芸術祭作品募集要項等の印刷および
発送について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 6. 5 社会教育課

3290 34 昭和45年度静岡県芸術祭
昭和45年度静岡県芸術祭協力委員の委嘱ならびに
第１回協力委員会の開催について（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 5.19 社会教育課

3290 35 昭和45年度静岡県芸術祭
第９回静岡県芸術祭文学作品における入選の取消
しについて（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 4.27
(決)昭45. 5. 1

社会教育課

3290 36 昭和45年度静岡県芸術祭
昭和45年度静岡県芸術祭協力委員の推せんについ
て（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 5. 6
(決)昭45. 5. 6
(施)昭45. 5.11

社会教育課

3290 37 昭和45年度静岡県芸術祭 芸術文化懇談会の開催について（うかがい） 昭和４５年度 (起)昭45. 4. 4 社会教育課

3290 38 昭和45年度静岡県芸術祭 第10回静岡県芸術祭共催について（依頼） 昭和４５年度
(起)昭45. 4. 1
(決)昭45. 4.21

社会教育課

3291 1 名古屋観光案内所契約・解約
建物使用貸借契約書の契約期間満了に伴う更新に
ついて（伺い）

昭和５７年度 (起)昭57.11.16 観光貿易課

3291 2 名古屋観光案内所契約・解約 賃貸借契約の一部変更について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭56.10.27 観光貿易課

3291 3 名古屋観光案内所契約・解約 賃貸借契約の一部変更について（伺い） 昭和５５年度 (起)昭55. 4. 1 観光貿易課

3291 4 名古屋観光案内所契約・解約
賃貸借契約の一部変更契約の締結について（供
覧）

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 4
(決)昭52. 5. 6

観光課

3291 5 名古屋観光案内所契約・解約 賃貸借契約書の一部改訂について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.27
(決)昭52. 4.27
(施)昭52. 4.28

観光課

3291 6 名古屋観光案内所契約・解約
静岡県名古屋観光案内所に係る賃貸借契約の解約
について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.18
(決)昭49. 9.18
(施)昭49. 9.19

観光課
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3291 7 名古屋観光案内所契約・解約
名古屋物産事務所職員公舎の契約当事者変更に伴
う覚書の締結について

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 1 商業貿易課

3291 8 名古屋観光案内所契約・解約 建物賃貸借契約の締結について 昭和４５年度 (起)昭45. 4. 1 農林総務課

3291 9 名古屋観光案内所契約・解約 職員公舎賃貸借契約について 昭和４４年度 (起)昭45. 2.17 農林総務課

3291 10 名古屋観光案内所契約・解約 職員公舎の賃貸借契約について 昭和４４年度 (起)昭45. 2.12 貿易振興室

3291 11 名古屋観光案内所契約・解約 名古屋物産事務所の賃貸借契約の変更について 昭和４６年度 (施)昭46.12. 3 金融流通課

3291 12 名古屋観光案内所契約・解約 借受財産の使用承認について 昭和４２年度
(起)昭42.12.21
(決)昭43. 1.11
(施)昭43. 1.12

園芸課

3291 13 名古屋観光案内所契約・解約 建物の賃貸借契約締結について（事前施行） 昭和４３年度 (起)昭43. 5.20 園芸課

3291 14 名古屋観光案内所契約・解約
農産物名古屋販売あっ旋所賃貸保証金の支払につ
いて

昭和４１年度 (起)昭41.11. 9 園芸課

3291 15 名古屋観光案内所契約・解約
農産物名古屋販売あっ旋所賃貸借契約の締結につ
いて

昭和４１年度 (起)昭41. 5.23 園芸課

3292 1 農業団地造成資金関係綴
農業団地造成資金利子補給金の交付について（確
定）

昭和５２年度
(起)昭53. 1. 5
(決)昭53. 1.10
(施)昭53. 1.10

農政課

3292 2 農業団地造成資金関係綴
農業団地造成資金利子補給金の交付について（決
定）

昭和５２年度
(起)昭52.12. 7
(決)昭52.12.14

農政課

3292 3 農業団地造成資金関係綴
農業団地造成資金利子補給金の交付について（確
定）

昭和５２年度
(起)昭52.10. 1
(決)昭52.10. 5
(施)昭52.10. 5

農政課

3292 4 農業団地造成資金関係綴
農業団地造成資金利子補給金の交付について（決
定）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.30
(決)昭52. 9. 6

農政課

3292 5 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 4
(決)昭52. 4. 9
(施)昭52. 4. 9

農政課

3292 6 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（決定） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.15
(決)昭52. 3.24

農政課

3292 7 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和５１年度
(起)昭51.10. 9
(決)昭51.10.22
(施)昭51.10.22

農政課

3292 8 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（決定） 昭和５１年度
(起)昭51.10. 2
(決)昭51.10. 9

農政課

3292 9 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(決)昭51. 4.14
(施)昭51. 4.14

農政課

3292 10 農業団地造成資金関係綴 農業団地造成資金利子補給金の交付決定について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.13
(決)昭51. 3.19

農政課

3292 11 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付確定について 昭和５０年度
(起)昭50.10. 6
(決)昭50.10.15
(施)昭50.10.15

農政課

3292 12 農業団地造成資金関係綴 農業団地造成資金利子補給金の交付決定について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.27
(決)昭50.10. 4

農政課
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3292 13 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 3
(決)昭50. 4.11
(施)昭50. 4.11

農政課

3292 14 農業団地造成資金関係綴 農業団地造成資金利子補給金の交付決定について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.24
(決)昭50. 3.28

農政課

3292 15 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和４９年度
(起)昭49.10.14
(決)昭49.10.19
(施)昭49.10.21

金融流通課

3292 16 農業団地造成資金関係綴 農業団地造成資金利子補給金の交付決定について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.27
(決)昭49.10. 2

金融流通課

3292 17 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 6
(決)昭49. 4.15
(施)昭49. 4.15

金融流通課

3292 18 農業団地造成資金関係綴 農業団地造成資金利子補給金の交付決定について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.15
(決)昭49. 3.20

金融流通課

3292 19 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和４８年度
(起)昭48.10.11
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.26

金融流通課

3292 20 農業団地造成資金関係綴 農業団地造成資金利子補給金の交付決定について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 1
(決)昭48.10. 6

金融流通課

3292 21 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 4
(決)昭48. 4.12
(施)昭48. 4.18

金融流通課

3292 22 農業団地造成資金関係綴 農業団地造成資金利子補給金の交付決定について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.22
(決)昭48. 3.27

金融流通課

3292 23 農業団地造成資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和４７年度
(起)昭47.10. 2
(決)昭47.10. 7

金融流通課

3292 24 農業団地造成資金関係綴
昭和47年度上半期静岡県農業団地造成資金利子補
給金の交付決定について

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 8
(決)昭47. 9.25

金融流通課

3292 25 農業団地造成資金関係綴
昭和46年度下半期農業団地造成資金利子補給金の
交付について（確定）

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 4
(決)昭47. 4.14

金融流通課

3292 26 農業団地造成資金関係綴
昭和46年度下半期農業団地造成資金利子補給金の
交付決定について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.22
(決)昭47. 3.30

金融流通課

3292 27 農業団地造成資金関係綴
昭和46年度上半期農業団地造成資金利子補給金の
交付について（確定）

昭和４６年度
(起)昭46.11.12
(決)昭46.11.20

金融流通課

3292 28 農業団地造成資金関係綴
昭和46年度上半期農業団地造成資金利子補給金の
交付決定について

昭和４６年度 (起)昭46.10.  金融流通課

3292 29 農業団地造成資金関係綴
昭和45年度下半期農業団地造成資金利子補給金交
付確定について

昭和４６年度
(起)昭46. 4.14
(決)昭46. 4.24
(施)昭46. 4.24

金融流通課

3292 30 農業団地造成資金関係綴
昭和45年度下半期農業団地造成資金利子補給金交
付決定について

昭和４５年度 (起)昭46. 3.20 金融流通課

3292 31 農業団地造成資金関係綴
昭和45年度上半期農業団地造成資金利子補給金交
付確定について

昭和４５年度 (起)昭45.10. 8 金融流通課

3292 32 農業団地造成資金関係綴
昭和45年度上半期農業団地造成資金利子補給金交
付決定について

昭和４５年度 (起)昭45. 9.29 金融流通課

3292 33 農業団地造成資金関係綴
昭和44年度下半期農業団地造成資金利子補給金交
付確定について

昭和４５年度 (起)昭45. 4. 7 金融流通課
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3292 34 農業団地造成資金関係綴
昭和44年度下半期農業団地造成資金利子補給金交
付決定について

昭和４４年度
(起)昭45. 3.14
(決)昭45. 3.20

金融流通課

3292 35 農業団地造成資金関係綴 補助金交付について（確定） 昭和４４年度 (起)昭44.10.23 金融流通課

3292 36 農業団地造成資金関係綴
昭和44年度上半期農業団地造成資金利子補給金交
付決定について

昭和４４年度
(起)昭44. 9. 5
(決)昭44. 9.22

金融流通課

3292 37 農業団地造成資金関係綴 補助金交付について（確定） 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 8
(決)昭44. 4.18
(施)昭44. 4.18

金融流通課

3292 38 農業団地造成資金関係綴
昭和43年度下半期農業団地造成資金利子補給金交
付決定について

昭和４３年度
(起)昭44. 3.11
(決)昭44. 3.19

農業経済課

3292 39 農業団地造成資金関係綴 補助金交付について（確定） 昭和４３年度
(起)昭43.10. 5
(決)昭43.10.15
(施)昭43.10.15

農業経済課

3292 40 農業団地造成資金関係綴
昭和43年度上半期農業団地造成資金利子補給（決
定）

昭和４３年度 (起)昭43. 9. 3 農業経済課

3292 41 農業団地造成資金関係綴 補助金交付について（確定） 昭和４３年度
(起)昭43. 4. 2
(決)昭43. 4.15
(施)昭43. 4.15

農業経済課

3292 42 農業団地造成資金関係綴
昭和42年度下期農業団地造成資金利子補給（決
定）

昭和４２年度 (起)昭43. 2.12 農業経済課

3292 43 農業団地造成資金関係綴 補助金交付について（確定） 昭和４２年度
(起)昭42.10. 5
(決)昭42.10.17
(施)昭42.10.17

農業経済課

3292 44 農業団地造成資金関係綴
昭和42年度上期農業団地造成資金利子補給（決
定）

昭和４２年度 (起)昭42. 7.31 農業経済課

3292 45 農業団地造成資金関係綴 補助金交付について（確定） 昭和４２年度
(起)昭42. 4.10
(決)昭42. 4.24
(施)昭42. 4.24

農業経済課

3292 46 農業団地造成資金関係綴 昭和41年度下期農業団地造成資金利子補給 昭和４１年度
(起)昭42. 3.29
(決)昭42. 3.31

農業経済課

3292 47 農業団地造成資金関係綴
昭和41年度農業団地造成資金貸付承認について
（第２次）

昭和４１年度
(起)昭41.12.15
(決)昭41.12.21

農業経済課

3292 48 農業団地造成資金関係綴 昭和41年度農業団地造成資金貸付承認について 昭和４１年度 (起)昭41.11. 9 農業経済課

3293 1 青果物流通指導員綴 昭和61年度青果物流通指導員名簿の送付について 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5.21
(施)昭61. 5.21

みかん園芸課

3293 2 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命及び解任について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.26
(決)昭61. 5. 2
(施)昭61. 5. 2

みかん園芸課

3293 3 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 2
(決)昭61. 4.10
(施)昭61. 4.10

みかん園芸課

3293 4 青果物流通指導員綴 昭和60年度青果物流通指導員名簿の送付について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.29
(施)昭60. 5.30

みかん園芸課

3293 5 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命及び解任について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.22
(決)昭60. 4.26
(施)昭60. 4.27

みかん園芸課

3293 6 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 1
(決)昭60. 4. 5
(施)昭60. 4. 5

みかん園芸課

138 ページ



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

3293 7 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 3
(決)昭59.10. 5
(施)昭59.10. 6

みかん園芸課

3293 8 青果物流通指導員綴
昭和59年度静岡県青果物流通指導員名簿について
（送付）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.17
(決)昭59. 5.24
(施)昭59. 5.24

みかん園芸課

3293 9 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命及び解任について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.27
(決)昭59. 5.14
(施)昭59. 5.14

みかん園芸課

3293 10 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について（照会） 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4.10
(施)昭59. 4.11

みかん園芸課

3293 11 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員名簿の送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 6

みかん園芸課

3293 12 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

みかん園芸課

3293 13 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について（照会） 昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

みかん園芸課

3293 14 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員名簿の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.27
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.28

みかん園芸課

3293 15 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.14
(決)昭57. 5.26
(施)昭57. 5.26

みかん園芸課

3293 16 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.10 みかん園芸課

3293 17 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の名簿の送付について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.28
(決)昭56. 5.29
(施)昭56. 5.29

みかん園芸課

3293 18 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.15
(決)昭56. 5.28
(施)昭56. 5.28

みかん園芸課

3293 19 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.17
(決)昭56. 4.23
(施)昭56. 4.23

みかん園芸課

3293 20 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の名簿の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

みかん園芸課

3293 21 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.23
(施)昭55. 4.23

みかん園芸課

3293 22 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 2
(決)昭55. 4. 3
(施)昭55. 4. 3

みかん園芸課

3293 23 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員名簿の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.19
(施)昭54. 5.19

みかん園芸課

3293 24 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.14
(決)昭54. 5.18
(施)昭54. 5.18

みかん園芸課

3293 25 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 9
(決)昭54. 4.11
(施)昭54. 4.11

みかん園芸課

3293 26 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員名簿の送付について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.30
(決)昭53. 6. 2
(施)昭53. 6. 5

みかん園芸課

3293 27 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.16
(決)昭53. 5.24
(施)昭53. 5.24

みかん園芸課
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3293 28 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 5
(決)昭53. 4.12
(施)昭53. 4.13

みかん園芸課

3293 29 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員名簿の送付について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.25
(決)昭52. 6.25
(施)昭52. 6.28

みかん園芸課

3293 30 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52. 5. 4
(決)昭52. 5.14
(施)昭52. 5.14

みかん園芸課

3293 31 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 9
(決)昭52. 4.16
(施)昭52. 4.18

みかん園芸課

3293 32 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.22
(決)昭51. 4.28
(施)昭51. 4.28

みかん園芸課

3293 33 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.10
(決)昭51. 4.10
(施)昭51. 4.10

みかん園芸課

3293 34 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員名簿の送付について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.28
(決)昭51. 5. 8
(施)昭51. 5. 8

みかん園芸課

3293 35 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.20
(決)昭50. 6. 3
(施)昭50. 6. 4

みかん園芸課

3293 36 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の選出について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.25
(決)昭50. 4.28
(施)昭50. 4.30

みかん園芸課

3293 37 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員研修会の開催について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.28
(決)昭50. 3. 5

金融流通課

3293 38 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和４９年度
(起)昭49.10. 2
(決)昭49.10. 8
(施)昭49.10. 9

金融流通課

3293 39 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.24
(決)昭49. 5.28
(施)昭49. 6. 4

金融流通課

3293 40 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和４９年度 (起)昭49. 4.27 金融流通課

3293 41 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和４８年度 (起)昭48. 5. 1 金融流通課

3293 42 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 6
(決)昭48. 4. 6
(施)昭48. 4. 7

金融流通課

3293 43 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.28
(決)昭47. 5.20
(施)昭47. 5.22

金融流通課

3293 44 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.11
(決)昭47. 4.22
(施)昭47. 4.24

金融流通課

3293 45 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 9
(決)昭46. 4.15
(施)昭46. 4.16

金融流通課

3293 46 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命について 昭和４５年度
(起)昭45. 4.13
(決)昭45. 4.20
(施)昭45. 4.20

金融流通課

3293 47 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任免について 昭和４５年度
(起)昭45. 4. 2
(決)昭45. 4. 2
(施)昭45. 4. 2

金融流通課

3293 48 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員の任命（解任）について 昭和４４年度
(起)昭44. 4.18
(決)昭44. 5.20
(施)昭44. 5.25

金融流通課
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3293 49 青果物流通指導員綴 昭和43年度青果物流通指導員の任命について 昭和４３年度 (起)昭43. 4.22 園芸課

3293 50 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員身分証明書交付について 昭和４２年度
(起)昭42. 9. 4
(施)昭42. 9. 9

園芸課

3293 51 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員身分証明書交付について 昭和４２年度 (起)昭42. 5.31 園芸課

3293 52 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員身分証明書交付について 昭和４１年度 (起)昭41. 4.28 園芸課

3293 53 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員身分証明書交付について 昭和３９年度
(起)昭39. 4.28
(決)昭39. 5. 9

園芸課

3293 54 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員証の交付について 昭和３９年度
(起)昭39. 4. 9
(施)昭39. 4.13

園芸課

3293 55 青果物流通指導員綴 青果物流通指導員身分証明書印刷について 昭和３９年度
(起)昭39. 4. 8
(決)昭39. 4.10

園芸課

3294 1 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の委嘱に伴なう承諾
状況について

昭和５１年度 (起)昭51. 9.17 みかん園芸課

3294 2 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の委嘱替え及び任命
替えについて

昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(決)昭51. 7.28
(施)昭51. 8. 2

みかん園芸課

3294 3 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の推せん方依頼につ
いて

昭和５１年度 (起)昭51. 7.13 みかん園芸課

3294 4 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の推せん依頼につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 1
(決)昭51. 7. 2
(施)昭51. 7. 2

みかん園芸課

3294 5 そさい規格審議会
そさい規格審議会部長挨拶（要旨）及び進行要領
について

昭和４９年度 (起)昭50. 3.10 金融流通課

3294 6 そさい規格審議会
そさい規格審議会の開催に要する経費の支出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭50. 3. 1 金融流通課

3294 7 そさい規格審議会 静岡県そさい規格審議会の開催について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.26
(決)昭50. 2.28
(施)昭50. 2.28

金融流通課

3294 8 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の委嘱替え及び任命
替えについて

昭和４９年度
(起)昭49.10. 9
(決)昭49.10.22
(施)昭49.10.23

金融流通課

3294 9 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の推せん方依頼につ
いて

昭和４９年度
(決)昭49. 9.12
(施)昭49. 9.13

金融流通課

3294 10 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の推せん方依頼につ
いて

昭和４９年度
(決)昭49. 9.12
(施)昭49. 9.13

金融流通課

3294 11 そさい規格審議会 静岡県そさい規格審議会委員の委嘱について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.20
(施)昭48. 8.23

金融流通課

3294 12 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の推せん方依頼につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 8
(施)昭48. 5.14

金融流通課

3294 13 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の推せん方依頼につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 8.10
(施)昭48. 8.13

金融流通課

3294 14 そさい規格審議会 静岡県そさい規格審議会委員の任命について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.17
(施)昭48. 4.23

金融流通課
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3294 15 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の任命及び委嘱につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 8.30
(決)昭47. 9.20

金融流通課

3294 16 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の推せん方依頼につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 8.14
(決)昭47. 8.16
(施)昭47. 8.17

金融流通課

3294 17 そさい規格審議会 静岡県そさい規格審議会委員の任命について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.17
(施)昭47. 4.20

金融流通課

3294 18 そさい規格審議会 静岡県そさい規格審議会規則の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46.12.13
(決)昭47. 3. 9

金融流通課

3294 19 そさい規格審議会 静岡県そさい規格審議会の開催について 昭和４６年度
(起)昭46.10. 6
(決)昭46.10.10
(施)昭46.10.11

金融流通課

3294 20 そさい規格審議会 そさい出荷規格について（諮問） 昭和４６年度
(起)昭46.10. 4
(決)昭46.10. 9
(施)昭46.10.11

金融流通課

3294 21 そさい規格審議会 静岡県そさい規格審議会委員の委嘱について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.30
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 1

金融流通課

3294 22 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の委嘱及び解嘱につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 1
(決)昭46. 9. 6
(施)昭46. 9. 6

金融流通課

3294 23 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の推せん方依頼につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 8.19
(決)昭46. 8.21
(施)昭46. 8.21

金融流通課

3294 24 そさい規格審議会 静岡県そさい規格審議会委員の委嘱について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 9
(決)昭46. 4.12
(施)昭46. 4.12

金融流通課

3294 25 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の委嘱辞令書の送付
について

昭和４５年度
(起)昭45. 8.31
(決)昭45. 9. 1
(施)昭45. 9. 1

金融流通課

3294 26 そさい規格審議会
静岡県そさい規格審議会委員の委嘱及び解嘱につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45. 7. 6
(決)昭45. 7.17
(施)昭45. 7.17

金融流通課

3295 1 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和６１年度
(起)昭61.10.13
(決)昭61.10.15
(施)昭61.10.15

みかん園芸課

3295 2 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.15
(決)昭60. 9.15
(施)昭60. 9.15

みかん園芸課

3295 3 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和６０年度
(起)昭60.11.15
(決)昭60.11.15
(施)昭60.11.15

みかん園芸課

3295 4 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 9
(決)昭60. 8.16
(施)昭60. 8.16

みかん園芸課

3295 5 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 3.30
(施)昭60. 3.30

みかん園芸課

3295 6 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５６年度 (起)昭56. 7.22 みかん園芸課

3295 7 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.26
(決)昭56. 6.27
(施)昭56. 6.27

みかん園芸課

3295 8 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 6
(決)昭55.10. 7
(施)昭55.10. 7

みかん園芸課

3295 9 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

みかん園芸課
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3295 10 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.29
(決)昭55. 8. 2
(施)昭55. 8. 2

みかん園芸課

3295 11 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 5
(決)昭55. 8. 9
(施)昭55. 8. 9

みかん園芸課

3295 12 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５４年度 (起)昭54. 7. 6 みかん園芸課

3295 13 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.24
(決)昭54. 8. 2
(施)昭54. 8. 2

みかん園芸課

3295 14 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.24
(決)昭54. 2.27
(施)昭54. 2.27

みかん園芸課

3295 15 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５３年度
(起)昭53.11.28
(決)昭53.11.29
(施)昭53.11.30

みかん園芸課

3295 16 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の許可について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.24
(決)昭52. 6. 4
(施)昭52. 6. 4

みかん園芸課

3295 17 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可申請について 昭和５０年度 (起)昭51. 2.24 みかん園芸課

3295 18 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.25
(決)昭50. 6.28
(施)昭50. 6.28

みかん園芸課

3295 19 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４５年度
(起)昭46. 1.26
(決)昭46. 2. 1
(施)昭46. 2. 3

金融流通課

3295 20 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４５年度
(起)昭46. 1.16
(決)昭46. 1.21
(施)昭46. 1.21

金融流通課

3295 21 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４５年度
(起)昭45. 9. 4
(施)昭45. 9. 8

金融流通課

3295 22 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４５年度
(起)昭45. 4.21
(決)昭45. 4.23
(施)昭45. 4.23

金融流通課

3295 23 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷の不許可について 昭和４４年度
(起)昭44.10.22
(決)昭44.10.28
(施)昭44.10.29

金融流通課

3295 24 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４３年度 (起)昭43. 9. 9 園芸課

3295 25 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４３年度
(起)昭43. 8. 5
(決)昭43. 8.19
(施)昭43. 8.19

園芸課

3295 26 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４２年度
(起)昭42.12. 6
(施)昭42.12. 9

園芸課

3295 27 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４２年度 (起)昭42. 8.31 園芸課

3295 28 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４２年度
(起)昭42. 5.10
(決)昭42. 5.12
(施)昭42. 5.12

園芸課

3295 29 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４２年度
(起)昭42. 5. 4
(決)昭42. 5. 6
(施)昭42. 5. 8

園芸課

3295 30 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４１年度
(起)昭41.12. 5
(決)昭41.12. 8
(施)昭41.12. 8

園芸課
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3295 31 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４１年度
(起)昭41.11.13
(決)昭41.11.17
(施)昭41.11.17

園芸課

3295 32 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４１年度
(起)昭41.10.31
(決)昭41.11. 2
(施)昭41.11. 2

園芸課

3295 33 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物規格外出荷許可について 昭和４１年度
(起)昭41. 8.31
(決)昭41. 9. 7
(施)昭41. 9. 7

園芸課

3295 34 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和４０年度
(起)昭40. 4. 5
(決)昭40. 4. 9
(施)昭40. 4.13

園芸課

3295 35 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和３９年度
(起)昭40. 3. 9
(決)昭40. 3.10
(施)昭40. 3.11

園芸課

3295 36 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和３９年度
(起)昭39.10. 6
(決)昭39.10. 6
(施)昭39.10.19

園芸課

3295 37 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和４０年度
(起)昭40.12.16
(決)昭40.12.17

園芸課

3295 38 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和４０年度
(起)昭40.12. 2
(決)昭40.12. 2
(施)昭40.12. 3

園芸課

3295 39 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和４０年度
(起)昭40. 4.13
(決)昭40. 4.15
(施)昭40. 4.17

園芸課

3295 40 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和３９年度
(起)昭39.12.15
(決)昭39.12.18
(施)昭39.12.25

園芸課

3295 41 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和３９年度
(起)昭39.12. 9
(決)昭39.12.14
(施)昭39.12.15

園芸課

3295 42 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和３９年度
(起)昭39.12. 8
(決)昭39.12.14
(施)昭39.12.15

園芸課

3295 43 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和３９年度
(起)昭39.11. 6
(決)昭39.11.10
(施)昭39.11.18

園芸課

3295 44 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷の申請について 昭和３９年度
(起)昭39.10.21
(決)昭39.10.28
(施)昭39.10.29

園芸課

3295 45 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷許可申請について 昭和３９年度
(起)昭39. 5.13
(決)昭39. 5.14
(施)昭39. 5.15

園芸課

3295 46 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷許可申請について 昭和３９年度
(起)昭39. 4.21
(決)昭39. 5. 1
(施)昭39. 5. 4

園芸課

3295 47 青果物規格外出荷許可関係綴 青果物の規格外出荷申請について 昭和３９年度
(起)昭39. 4. 2
(決)昭39. 4.12
(施)昭39. 4.13

園芸課

3296 1 農林水産振興会関係表彰綴
昭和51年度静岡県農林水産業功労者の推せんにつ
いて

昭和５１年度
(起)昭51.10.14
(決)昭51.10.14
(施)昭51.10.14

畜産課

3296 2 農林水産振興会関係表彰綴
昭和50年度静岡県農林水産業功労者等表彰候補者
の推せんについて（追加）

昭和５０年度
(起)昭50.11.29
(決)昭50.11.29
(施)昭50.11.29

畜産課

3296 3 農林水産振興会関係表彰綴
昭和50年度静岡県農林水産業功労者等表彰候補者
の推薦について

昭和５０年度
(起)昭50.11. 5
(決)昭50.11. 7
(施)昭50.11. 7

畜産課

3296 4 農林水産振興会関係表彰綴
昭和49年度静岡県農林水産業功労者等表彰候補者
の推せんについて

昭和４９年度
(起)昭49.10.25
(決)昭49.10.28

畜産課
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3296 5 農林水産振興会関係表彰綴
昭和48年度静岡県農林水産業功労者等表彰候補者
の推せんについて

昭和４８年度 (起)昭48.10.26 畜産課

3296 6 農林水産振興会関係表彰綴
昭和47年度農林水産業功労者等の功績調書提出に
ついて

昭和４７年度 (起)昭47.11. 6 畜産課

3296 7 農林水産振興会関係表彰綴
昭和46年度静岡県農林水産業功労者表彰候補者の
推せんについて

昭和４６年度 (起)昭46. 9.13 畜産課

3296 8 農林水産振興会関係表彰綴
昭和45年度静岡県農林水産業功労者表彰候補者の
推せんについて

昭和４５年度
(起)昭45. 8.21
(決)昭45. 8.22

畜産課

3297 1
温泉動力装置許可－下賀茂観水湯
関係

温泉動力装置許可について（伺） 昭和４２年度
(起)昭42. 8. 9
(決)昭42. 8. 9

医務課

3297 2
温泉動力装置許可－下賀茂観水湯
関係

温泉動力装置許可申請の処理方針について 昭和４１年度
(起)昭42. 1.13
(決)昭42. 1.14
(施)昭42. 1.14

医務課

3297 3
温泉動力装置許可－下賀茂観水湯
関係

復命書 昭和４１年度 (起)昭42. 2.25 医務課

3297 4
温泉動力装置許可－下賀茂観水湯
関係

揚湯試験結果の通知及び意見書の提出について 昭和４２年度
(起)昭42. 6.  
(施)昭42. 6.23

医務課

3298 1 と蓄場整備計画関係綴 と畜場整備計画について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.18
(施)昭43. 9.24

公衆衛生課

3298 2 と蓄場整備計画関係綴 と畜場整備計画について 昭和４３年度
(起)昭43. 9. 6
(決)昭43. 9. 9
(施)昭43. 9. 9

公衆衛生課

3298 3 と蓄場整備計画関係綴 と畜場整備計画について 昭和４３年度
(起)昭43.10. 1
(施)昭43.10. 2

公衆衛生課

3298 4 と蓄場整備計画関係綴
復命書（水窪町営と畜場の廃止についての話し合
い）

昭和４４年度 (起)昭44. 7.10 公衆衛生課

3298 5 と蓄場整備計画関係綴 水窪町営と畜場の整備について（勧告） 昭和４４年度
(起)昭44. 8.19
(決)昭44. 8.21
(施)昭44. 8.26

公衆衛生課

3298 6 と蓄場整備計画関係綴 水窪町営と畜場の整備について（回答） 昭和４４年度 (収)昭44.12.27 水窪町長

3298 7 と蓄場整備計画関係綴 水窪町営と畜場について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.10
(決)昭45. 2.16
(施)昭45. 2.16

公衆衛生課

3298 8 と蓄場整備計画関係綴 復命書（掛川市営と畜場について） 昭和４４年度 (起)昭45. 2. 6 公衆衛生課

3298 9 と蓄場整備計画関係綴 復命書（水窪町営と畜場について） 昭和４４年度 (起)昭45. 3. 2 公衆衛生課

3298 10 と蓄場整備計画関係綴 と畜場廃止届 昭和４４年度 (収)昭45. 3.28 水窪町長

3298 11 と蓄場整備計画関係綴 復命書（磐田市と畜場建設） 昭和４５年度 (起)昭45. 6.19 公衆衛生課

3298 12 と蓄場整備計画関係綴 相良と畜場の廃止問題について（供覧） 昭和４５年度 (起)昭45. 6.26 公衆衛生課

3298 13 と蓄場整備計画関係綴 掛川市営と畜場閉鎖について 昭和４５年度 (収)昭45. 7. 1 掛川市長
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3298 14 と蓄場整備計画関係綴 と畜場廃止届 昭和４５年度 (収)昭45. 9. 1 掛川市長

3298 15 と蓄場整備計画関係綴 屠畜場慰霊祭について御案内 昭和４５年度 (収)昭45. 9.22 掛川市長

3298 16 と蓄場整備計画関係綴
昭和45年度地方改善施設整備費の国庫補助につい
て

昭和４５年度 (収)昭45. 8.17
厚生省環境衛生
局乳肉衛生課長

3298 17 と蓄場整備計画関係綴
復命書（掛川市営と畜場閉鎖に伴うと畜場慰霊祭
出席）

昭和４５年度 (起)昭45.10. 2 公衆衛生課

3298 18 と蓄場整備計画関係綴 復命書（三ヶ日町営と畜場について） 昭和４５年度 (起)昭45.12. 3 公衆衛生課

3298 19 と蓄場整備計画関係綴 相良町と畜場廃所式について 昭和４５年度 (収)昭46. 3.17 相良町長

3298 20 と蓄場整備計画関係綴 同和地区内のと畜場の調査について 昭和４６年度 (収)昭46. 4.30
環境衛生局乳肉
衛生課長

3298 21 と蓄場整備計画関係綴 昭和47年度と畜場整備計画（予定）について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.28
(決)昭46. 5.31
(施)昭46. 6. 2

公衆衛生課

3298 22 と蓄場整備計画関係綴 昭和47年度と畜場整備計画について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.21
(決)昭46. 4.22
(施)昭46. 4.22

公衆衛生課

3298 23 と蓄場整備計画関係綴
昭和46年度特別地方債（厚生年金保険積立金還元
融資）によると畜場整備事業の取り扱いについて

昭和４６年度 (収)昭46. 4.14
厚生省環境衛生
局乳肉衛生課長

3298 24 と蓄場整備計画関係綴 昭和47年度と畜場整備計画について（報告） 昭和４６年度 (収)昭46. 5.22
西部食肉衛生検
査所長

3298 25 と蓄場整備計画関係綴 昭和47年度と畜場整備計画について 昭和４６年度 (収)昭46. 6. 3
東部食肉衛生検
査所長

3298 26 と蓄場整備計画関係綴 復命書（三ヶ日町と畜場実情調査） 昭和４６年度 (起)昭46. 6.22 公衆衛生課

3298 27 と蓄場整備計画関係綴
昭和47年度地方改善施設整備費補助金（と畜場汚
水処理施設）について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.21
(決)昭46. 6.23
(施)昭46. 6.24

公衆衛生課

3298 28 と蓄場整備計画関係綴
昭和47年度と畜場整備計画（予定）について（追
加報告）

昭和４６年度
(起)昭46.12. 6
(決)昭46.12.10
(施)昭46.12.13

公衆衛生課

3298 29 と蓄場整備計画関係綴 復命書（三ヶ日と畜場・浜松と畜場について） 昭和４６年度 (起)昭47. 1.13 公衆衛生課

3298 30 と蓄場整備計画関係綴
昭和47年度と畜場整備計画（予定）について（再
追加報告）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.31
(決)昭47. 2. 1
(施)昭47. 2. 2

公衆衛生課

3298 31 と蓄場整備計画関係綴
昭和47年度以降の予算により支出される地方改善
施設整備費等の補助金の額の確定及びその通知に
関する取扱いについて

昭和４７年度 (収)昭47. 7.11
厚生省環境衛生
局乳肉衛生課長

3299 1 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.25
(決)昭45. 9.28
(施)昭45. 9.28

造林課

3299 2 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について（報告） 昭和４５年度 (起)昭45. 4.22 造林課
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3299 3 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４５年度
(起)昭45. 4. 7
(施)昭45. 4.22

造林課

3299 4 団地造林事業促進地域指定関係綴
団地造林事業促進地域の指定について（承認申
請）

昭和４４年度
(起)昭45. 3.18
(決)昭45. 3.19
(施)昭45. 3.19

造林課

3299 5 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進指定地域の概況について 昭和４４年度 (起)昭44. 6.26 造林課

3299 6 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について（報告） 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.23
(施)昭44. 4.23

造林課

3299 7 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 1
(決)昭44. 4. 5
(施)昭44. 4.16

造林課

3299 8 団地造林事業促進地域指定関係綴
団地造林事業促進地域の指定について（承認申
請）

昭和４３年度
(起)昭44. 3.18
(決)昭44. 3.20
(施)昭44. 3.20

造林課

3299 9 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４３年度
(起)昭43.12.24
(決)昭43.12.26
(施)昭43.12.26

林業指導課

3299 10 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について（報告） 昭和４３年度
(起)昭43. 4.25
(決)昭43. 4.26
(施)昭43. 4.26

林業指導課

3299 11 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４２年度
(起)昭43. 3.28
(決)昭43. 3.29
(施)昭43. 3.29

林業指導課

3299 12 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４２年度
(起)昭43. 3.26
(決)昭43. 3.27

林業指導課

3299 13 団地造林事業促進地域指定関係綴
団地造林事業促進地域の指定について（承認申
請）

昭和４２年度
(起)昭43. 3.11
(決)昭43. 3.13
(施)昭43. 3.13

林業指導課

3299 14 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４２年度
(起)昭43. 3. 5
(決)昭43. 3. 7
(施)昭43. 3. 7

林業指導課

3299 15 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について（報告） 昭和４２年度
(起)昭42. 8.11
(決)昭42. 8.22
(施)昭42. 8.23

林業指導課

3299 16 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４２年度
(起)昭42. 7.24
(決)昭42. 7.29

林業指導課

3299 17 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４２年度
(起)昭42. 7.24
(決)昭42. 7.27
(施)昭42. 7.28

林業指導課

3299 18 団地造林事業促進地域指定関係綴
団地造林事業促進地域の指定について（承認申
請）

昭和４２年度
(起)昭42. 6.20
(決)昭42. 6.21
(施)昭42. 6.21

林業指導課

3299 19 団地造林事業促進地域指定関係綴 団地造林事業促進地域の指定について 昭和４２年度
(起)昭42. 5.31
(決)昭42. 6. 2
(施)昭42. 6. 2

林業指導課

3300 1
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.21
(施)昭55. 6.23

造林課

3300 2
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 9
(決)昭54. 8.17
(施)昭54. 8.18

造林課

3300 3
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料率の承認について 昭和４４年度
(起)昭45. 2.23
(決)昭45. 3. 3
(施)昭45. 3. 3

造林課

3300 4
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和４４年度
(起)昭45. 1.28
(決)昭45. 2. 2
(施)昭45. 2. 2

造林課
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3300 5
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和４４年度
(起)昭44.11.25
(決)昭44.12. 1
(施)昭44.12. 2

造林課

3300 6
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和４４年度
(起)昭44.10.24
(決)昭44.11.20
(施)昭44.11.20

造林課

3300 7
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和４４年度
(起)昭44.10.14
(決)昭44.10.20
(施)昭44.10.20

造林課

3300 8
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料率の承認について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.29
(決)昭49. 8.10

森林保護課

3300 9
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和４１年度
(起)昭41.11.17
(決)昭41.11.21
(施)昭41.11.21

林業指導課

3300 10
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和４１年度
(起)昭41.10.31
(決)昭41.11. 5
(施)昭41.11.11

林業指導課

3300 11
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.16
(決)昭41. 7. 7
(施)昭41. 7. 7

林業指導課

3300 12
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料の承認について 昭和４１年度
(起)昭41. 6. 6
(決)昭41. 6.10
(施)昭41. 6.13

林業指導課

3300 13
森林組合造林補助金取扱手数料承
認綴

造林補助金事務取扱手数料承認について 昭和４０年度
(起)昭40.12.21
(決)昭40.12.23
(施)昭40.12.24

林業指導課

3301 1
第２次民有林造林事業長期計画関
係

造林長期計画について（通知） 昭和４３年度
(起)昭44. 3. 3
(決)昭44. 3. 5
(施)昭44. 3. 6

林業指導課

3301 2
第２次民有林造林事業長期計画関
係

民有林造林事業長期計画検討資料の提出について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.20
(決)昭43. 9.20
(施)昭43. 9.21

林業指導課

3301 3
第２次民有林造林事業長期計画関
係

復命書（民有林造林長期計画に関する調整会議） 昭和４３年度 (起)昭43. 9.10 林業指導課

3301 4
第２次民有林造林事業長期計画関
係

民有林造林長期計画の検討資料の提出について 昭和４３年度 (起)昭43. 9. 4 林政課

3301 5
第２次民有林造林事業長期計画関
係

民有林造林事業長期計画の検討資料の提出につい
て（回答）

昭和４３年度
(起)昭43. 8. 7
(決)昭43. 8. 7
(施)昭43. 8. 7

林業指導課

3302 1 韮山町外七ヶ町狩野川治水組合
一部事務組合の解散届の受理について（うかが
い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.29
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

市町村課

3302 2 韮山町外七ヶ町狩野川治水組合 一部事務組合規約の変更許可について 昭和３９年度
(起)昭40. 1. 5
(決)昭40. 1. 5

地方課

3303 1 湖西市新居町清掃施設組合 湖西市・新居町清掃施設組合の解散について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.25
(決)昭61. 8. 2
(施)昭61. 8. 2

市町村課

3303 2 湖西市新居町清掃施設組合
湖西町・新居町清掃施設組合規約の変更の許可に
ついて（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.13
(決)昭47. 1.17
(施)昭47. 1.18

地方課

3303 3 湖西市新居町清掃施設組合
湖西町・新居町清掃施設組合規約の変更許可につ
いて

昭和３９年度
(起)昭39. 9.25
(決)昭39. 9.28
(施)昭39.10. 2

地方課

3303 4 湖西市新居町清掃施設組合
湖西町・新居町清掃施設組合規約の一部改正につ
いて

昭和３８年度 (起)昭38. 4.30 地方課

3303 5 湖西市新居町清掃施設組合
浜名郡湖西町と新居町によるし尿及び塵芥処理施
設組合の設置について

昭和３６年度 (起)昭37. 1.29 地方課
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3304 1 引佐郡消防組合 一部事務組合の設立について（許可） 昭和４５年度
(起)昭45.12.10
(決)昭45.12.18

地方課

3304 2 引佐郡消防組合 一部事務組合の規約変更の許可について 昭和５０年度
(起)昭50.11.20
(決)昭50.11.22
(施)昭50.11.22

市町村課

3304 3 引佐郡消防組合
一部事務組合の解散届の受理について（うかが
い）

昭和５８年度
(起)昭58.12.16
(決)昭58.12.23
(施)昭58.12.23

市町村課

3305 1 蒲原町外二町隔離病舎組合 一部事務組合の解散届の受理について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 8
(決)昭60. 2.12
(施)昭60. 2.13

市町村課

3305 2 蒲原町外二町隔離病舎組合 一部事務組合規約変更許可について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.10
(決)昭54. 7.10
(施)昭54. 7.10

市町村課

3305 3 蒲原町外二町隔離病舎組合 一部事務組合の規約変更の許可について（伺い） 昭和４４年度
(起)昭44.11.17
(決)昭44.11.26
(施)昭44.11.26

地方課

3305 4 蒲原町外二町隔離病舎組合 一部事務組合の規約変更について 昭和３５年度
(起)昭35. 5.13
(決)昭35. 5.25
(施)昭35. 5.25

地方課

3305 5 蒲原町外二町隔離病舎組合
一部事務組合の設置並びに組合規約の設定につい
て

昭和３３年度
(起)昭33.10.31
(施)昭33.11.12

地方課

3306 1 金原用排水組合
一部事務組合の解散届の受理について（うかが
い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

市町村課

3306 2 金原用排水組合
金原用排水組合（一部事務組合）の解散の事前協
議について

昭和５８年度 (収)昭59. 1.23
金原用排水組合
管理者

3306 3 金原用排水組合 金原用排水組合規約の変更について（伺い） 昭和３９年度
(起)昭39. 5. 4
(施)昭39. 5. 6

地方課

3306 4 金原用排水組合 金原用排水組合の規約の変更について（伺い） 昭和３５年度
(起)昭36. 2. 3
(決)昭36. 2. 3
(施)昭36. 2. 6

地方課

3306 5 金原用排水組合 一部事務組合規約変更許可の件 昭和２７年度
(起)昭27.10.22
(施)昭27.10.28

地方課

3306 6 金原用排水組合 一部事務組合の規約変更について 昭和２８年度
(起)昭29. 3.23
(決)昭29. 3.24
(施)昭29. 3.26

地方課

3306 7 金原用排水組合 特別地方公共団体中市町村の組合の調査について 昭和２８年度 (収)昭28. 8.11 浜松市長

3306 8 金原用排水組合 金原用排水組合規約の変更について 昭和３０年度
(起)昭30. 9.19
(決)昭30. 9.20

地方課

3306 9 金原用排水組合 金原用排水組合規約の変更について 昭和３０年度
(起)昭30. 3.30
(施)昭30. 4.10

地方課

3306 10 金原用排水組合
浜松市外六ヶ町村金原用排水組合の規約変更につ
いて

昭和３１年度
(起)昭31. 8.31
(施)昭31. 9. 8

地方課

3306 11 金原用排水組合
浜松市外二ヶ町村金原用排水組合の共同処理する
事務の変更及び規約の変更について

昭和３３年度
(起)昭34. 3. 9
(決)昭34. 3.20
(施)昭34. 3.20

地方課

3307 1 県営防災ダム関係綴（事業概要） 県営防災ダム事業概要表　都田川地区 昭和４３年度 関東農政局

3307 2 県営防災ダム関係綴（事業概要） 県営防災ダム事業概要書添付資料　都田川地区 昭和４３年度 関東農政局
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3307 3 県営防災ダム関係綴（事業概要） 県営防災ダム事業計画図　都田川地区 昭和４３年度 関東農政局

3308 1 静岡県茶業会議所設立許可
（社）静岡家茶業会議所の設立登記等完了届（理
事の変更）について（供覧）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.15
(決)昭60. 7.16

茶業農産課

3308 2 静岡県茶業会議所設立許可
（社）静岡県茶業会議所にかかる監事異動届の提
出について（供覧）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.23
(決)昭60. 1.24

茶業農産課

3308 3 静岡県茶業会議所設立許可
（社）静岡県茶業会議所にかかる設立登記等（理
事変更登記）に関する届の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 5
(決)昭59. 7. 6

茶業農産課

3308 4 静岡県茶業会議所設立許可
（社）静岡県茶業会議所にかかる監事異動届の提
出について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.15
(決)昭58. 7.20

茶業農産課

3308 5 静岡県茶業会議所設立許可
（社）静岡県茶業会議所にかかる設立登記等（理
事変更登記）に関する届の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.15
(決)昭58. 7.20

茶業農産課

3308 6 静岡県茶業会議所設立許可
社団法人静岡県茶業会議所の定款変更の認可につ
いて（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 3.30

茶業農産課

3308 7 静岡県茶業会議所設立許可
社団法人静岡県茶業会議所の定款変更認可につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 4. 1
(施)昭55. 4. 1

茶業農産課

3308 8 静岡県茶業会議所設立許可 理事変更登記完了について（報告） 昭和５７年度 (収)昭57. 7.19
静岡県茶業会議
所会頭

3308 9 静岡県茶業会議所設立許可 監事異動届出書 昭和５６年度 (収)昭56. 7. 6
静岡県茶業会議
所会頭

3308 10 静岡県茶業会議所設立許可 監事異動届出書 昭和５５年度 (収)昭56. 3.25
静岡県茶業会議
所会頭

3308 11 静岡県茶業会議所設立許可 理事変更登記完了について（報告） 昭和５４年度 (収)昭54. 7.24
静岡県茶業会議
所会頭

3308 12 静岡県茶業会議所設立許可 登記完了報告について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.10
(決)昭52. 5.16

茶業農産課

3308 13 静岡県茶業会議所設立許可
社団法人静岡県茶業会議所の定款変更の認可につ
いて（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 2
(決)昭52. 4.13
(施)昭52. 4.13

茶業農産課

3308 14 静岡県茶業会議所設立許可
社団法人静岡県茶業会議所定款の一部変更につい
て（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 4
(決)昭50. 7.21
(施)昭50. 7.21

茶業農産課

3308 15 静岡県茶業会議所設立許可 定款の変更の認可について（うかがい） 昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.21

中小企業課

3308 16 静岡県茶業会議所設立許可
社団法人静岡県茶業会議所の定款変更の認可につ
いて（通知）

昭和３６年度
(起)昭36. 8.21
(決)昭36. 8.23
(施)昭36. 8.23

学事文書課

3308 17 静岡県茶業会議所設立許可
民法第43条に基づく公益法人の業務報告及び定款
変更について（進達）

昭和３６年度
(起)昭36. 6. 2
(決)昭36. 6. 2
(施)昭36. 6. 9

学事文書課

3308 18 静岡県茶業会議所設立許可 社団法人静岡県茶業会議所の設立許可について 昭和３４年度
(起)昭34. 4. 9
(決)昭34. 4. 9
(施)昭34. 4. 9

振興課

3308 19 静岡県茶業会議所設立許可
社団法人静岡県茶業会議所の設立登記完了届につ
いて（進達）

昭和３４年度
(起)昭34. 5. 9
(決)昭34. 5. 9
(施)昭34. 5. 9

総務課

3308 20 静岡県茶業会議所設立許可
社団法人静岡県茶業会議所設立許可申請について
（進達）

昭和３３年度
(起)昭34. 1.16
(決)昭34. 1.21
(施)昭34. 1.21

総務課
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3309 1
定款変更認可綴　滝清水漁業生産
組合

水産業協同組合設立認可申請書 昭和４５年度 (収)昭45.10.30 設立発起人

3309 2
定款変更認可綴　滝清水漁業生産
組合

振興山村農林漁業特別開発事業全体実施計画書 昭和４４年度 引佐町

3310 1
定款変更認可綴　海形漁業生産組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.10
(決)昭52. 2.12
(施)昭52. 2.12

水産課

3310 2
定款変更認可綴　海形漁業生産組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.13
(決)昭47. 6.20
(施)昭47. 6.20

水産課

3310 3
定款変更認可綴　海形漁業生産組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４０年度
(起)昭40. 5.18
(施)昭40. 5.31

水産課

3310 4
定款変更認可綴　海形漁業生産組
合

水産業協同組合定款変更認可について（伺い） 昭和３９年度
(起)昭40. 1.18
(決)昭40. 1.30
(施)昭40. 1.30

水産課

3311 1
定款変更認可綴　一太漁業生産組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.11
(決)昭42. 9.19
(施)昭42. 9.19

水産課

3311 2
定款変更認可綴　一太漁業生産組
合

水産業協同組合定款変更認可申請について 昭和３９年度
(起)昭39. 4. 2
(決)昭39. 4.24
(施)昭39. 4.27

水産課

3312 1
定款変更認可綴　丸新養鰻漁業協
同組合

水産業協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和３９年度
(起)昭39.12. 9
(施)昭39.12.25

水産課

3313 1
定款変更認可綴　新田養鰻漁業協
同組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４４年度
(起)昭44.10.20
(決)昭44.10.21
(施)昭44.10.21

水産課

3313 2
定款変更認可綴　新田養鰻漁業協
同組合

水産業協同組合の定款変更認可申請について（却
下）

昭和４４年度
(起)昭44. 9.30
(決)昭44.10. 2
(施)昭44.10. 3

水産課

3314 1
定款変更認可綴　焼津鰻養殖漁業
協同組合

水産業協同組合の解散について 昭和６２年度
(起)昭62. 4. 9
(決)昭62. 4.14
(施)昭62. 4.20

水産課

3314 2
定款変更認可綴　焼津鰻養殖漁業
協同組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 8
(決)昭59. 6.14
(施)昭59. 6.15

水産課

3314 3
定款変更認可綴　焼津鰻養殖漁業
協同組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.21
(決)昭55. 7.26
(施)昭55. 7.28

水産課

3314 4
定款変更認可綴　焼津鰻養殖漁業
協同組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４５年度
(起)昭45.12. 9
(決)昭45.12. 9
(施)昭45.12.15

水産課

3315 1
定款変更認可綴　西伊豆遠洋漁業
協同組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和６２年度
(起)昭62. 5.19
(決)昭62. 5.22
(施)昭62. 5.22

水産課

3315 2
定款変更認可綴　西伊豆遠洋漁業
協同組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.12
(決)昭59. 7.14
(施)昭59. 7.16

水産課

3315 3
定款変更認可綴　西伊豆遠洋漁業
協同組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.31
(施)昭57. 7.31

水産課

3315 4
定款変更認可綴　西伊豆遠洋漁業
協同組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 6
(決)昭49. 7.17
(施)昭49. 7.18

水産課

3316 1
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可について 平成　４年度
(起)平 4. 4. 1
(決)平 4. 4. 4
(施)平 4. 4. 4

水産課

3316 2
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和６２年度
(起)昭62. 4.30
(決)昭62. 5. 1
(施)昭62. 5. 1

水産課
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3316 3
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.18
(決)昭60. 3.26
(施)昭60. 3.26

水産課

3316 4
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

水産課

3316 5
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.19
(決)昭57. 4.23
(施)昭57. 4.23

水産課

3316 6
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.30
(決)昭56. 6.30
(施)昭56. 7. 1

水産課

3316 7
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.26
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

水産課

3316 8
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.24
(決)昭52. 6.28
(施)昭52. 6.28

水産課

3316 9
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47.11.14
(決)昭47.11.28
(施)昭47.11.28

水産課

3316 10
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可申請について（返
戻）

昭和４７年度
(起)昭47. 6.26
(決)昭47. 6.27
(施)昭47. 6.28

水産課

3316 11
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４３年度
(起)昭43. 5.24
(決)昭43. 5.30
(施)昭43. 5.30

水産課

3316 12
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可申請について（却
下）

昭和４３年度
(起)昭43. 4.19
(決)昭43. 4.24
(施)昭43. 4.25

水産課

3316 13
定款変更認可綴　宇佐美漁業協同
組合

水産業協同組合の定款変更認可申請について（却
下）

昭和４４年度
(起)昭44. 7. 8
(決)昭44. 7.14
(施)昭44. 7.14

水産課

3317 1
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 平成　４年度
(起)平 4. 4. 6
(決)平 4. 4.14

水産課

3317 2
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和６２年度
(起)昭62. 4.18
(決)昭62. 4.20
(施)昭62. 4.21

水産課

3317 3
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

水産課

3317 4
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

水産課

3317 5
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 9
(決)昭58. 7.16
(施)昭58. 7.16

水産課

3317 6
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 5
(決)昭57. 4. 7
(施)昭57. 4. 7

水産課

3317 7
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.11
(決)昭56. 3.13
(施)昭56. 3.14

水産課

3317 8
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.19
(決)昭54. 3.26
(施)昭54. 3.26

水産課

3317 9
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.20
(決)昭52. 5. 4
(施)昭52. 5. 4

水産課

3317 10
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.26
(決)昭47. 4.26
(施)昭47. 4.26

水産課
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3317 11
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.28
(決)昭45. 3.31
(施)昭45. 3.31

水産課

3317 12
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４４年度
(起)昭44. 3.25
(決)昭44. 4. 2
(施)昭44. 4. 2

水産課

3317 13
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４４年度
(起)昭44. 3.29
(決)昭44. 4. 2
(施)昭44. 4. 2

水産課

3317 14
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可申請について（却
下）

昭和４３年度
(起)昭44. 2.18
(決)昭44. 2.19
(施)昭44. 2.19

水産課

3317 15
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４２年度
(起)昭42. 7. 8
(決)昭42. 7.14
(施)昭42. 7.14

水産課

3317 16
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可申請について（却
下）

昭和４２年度
(起)昭42. 4. 8
(決)昭42. 4.11
(施)昭42. 4.11

水産課

3317 17
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４０年度
(起)昭40.12.27
(決)昭40.12.28
(施)昭41. 1. 5

水産課

3317 18
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和３９年度
(起)昭39. 9. 1
(決)昭39.10. 5
(施)昭39.10. 5

水産課

3317 19
定款変更認可綴　川奈漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可申請について（却
下）

昭和３９年度
(起)昭39. 7.15
(決)昭39. 8.10
(施)昭39. 8.10

水産課

3318 1
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 平成　５年度
(起)平 5. 7. 1
(決)平 5. 7.12
(施)平 5. 7.12

水産課

3318 2
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 平成　３年度
(起)平 4. 3.13
(決)平 4. 3.19
(施)平 4. 3.19

水産課

3318 3
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和６１年度
(起)昭62. 3.28
(決)昭62. 3.31
(施)昭62. 3.31

水産課

3318 4
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.10
(決)昭61. 3.24
(施)昭61. 3.24

水産課

3318 5
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.27
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

水産課

3318 6
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.20
(決)昭58. 6.27
(施)昭58. 6.27

水産課

3318 7
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.26
(施)昭58. 3.26

水産課

3318 8
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.26
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.31

水産課

3318 9
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５６年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 4. 1
(施)昭56. 4. 2

水産課

3318 10
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.18
(決)昭53. 3.24
(施)昭53. 3.25

水産課

3318 11
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.30
(決)昭50. 5. 1
(施)昭50. 5. 2

水産課

3318 12
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(決)昭49. 5.11
(施)昭49. 5.11

水産課
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3318 13
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.22
(決)昭48. 6.23
(施)昭48. 6.23

水産課

3318 14
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.15
(決)昭47. 4.20
(施)昭47. 4.24

水産課

3318 15
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.27
(決)昭44. 9.29
(施)昭44. 9.29

水産課

3318 16
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.23
(決)昭42.10. 2
(施)昭42.10. 2

水産課

3318 17
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４１年度
(起)昭41. 9.16
(決)昭41.10.31
(施)昭41.10.31

水産課

3318 18
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４０年度 (起)昭40. 9.18 水産課

3318 19
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４０年度
(起)昭40. 7.20
(決)昭40. 7.26
(施)昭40. 7.26

水産課

3318 20
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更申請に伴なう組合員資
格について

昭和３９年度
(起)昭40. 1. 6
(決)昭40. 1.18
(施)昭40. 1.18

水産課

3318 21
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更申請に係る組合員資格
の報告期限について

昭和４０年度
(起)昭40. 6. 1
(決)昭40. 6.11
(施)昭40. 6.11

水産課

3318 22
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合定款変更の認可について 昭和３９年度
(起)昭39.12. 9
(決)昭40. 1.20
(施)昭40. 1.25

水産課

3318 23
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合定款変更認可について（伺い） 昭和３９年度
(起)昭39. 6.20
(施)昭39. 7. 6

水産課

3318 24
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和３５年度
(起)昭35. 9.29
(施)昭35.10.12

水産課

3318 25
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合定款変更認可について 昭和３２年度
(起)昭32. 5. 9
(決)昭32. 5.11
(施)昭32. 5.11

水産課

3318 26
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合定款変更認可に関する件 昭和２８年度
(起)昭28.11.24
(決)昭28.11.25
(施)昭28.11.26

水産課

3318 27
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合の定款変更申請に係る組合員資格
の報告

昭和４０年度 (収)昭40. 6.22
沼津漁業協同組
合長

3318 28
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合定款変更認可について 昭和２７年度
(起)昭27. 9.30
(決)昭27.10. 1
(施)昭27.10. 3

水産課

3318 29
定款変更認可綴　赤沢漁業協同組
合

水産業協同組合定款変更認可に関する件 昭和２４年度
(起)昭25. 2.22
(決)昭25. 2.25
(施)昭25. 2.27

水産課

3319 1
定款変更認可綴　治左衛門丸漁業
生産組合

水産業協同組合の定款変更認可について 平成　３年度
(起)平 4. 2. 1
(決)平 4. 2.13
(施)平 4. 2.13

水産課

3319 2
定款変更認可綴　治左衛門丸漁業
生産組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５４年度
(起)昭54.10.26
(決)昭54.10.31
(施)昭54.11. 1

水産課

3319 3
定款変更認可綴　治左衛門丸漁業
生産組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.18
(決)昭54. 1.18
(施)昭54. 1.19

水産課

3319 4
定款変更認可綴　治左衛門丸漁業
生産組合

水産業協同組合定款変更認可申請について 昭和３８年度
(起)昭38.12. 6
(決)昭39. 2. 2
(施)昭39. 3.16

水産課
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3320 1 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

学事文書課

3320 2 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 2.16 学事文書課

3320 3 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2. 8
(施)昭57. 2. 8

学事文書課

3320 4 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

学事文書課

3320 5 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2.10
(施)昭56. 2.10

学事文書課

3320 6 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.25

学事文書課

3320 7 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 6
(決)昭55. 2. 8

学事文書課

3320 8 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５３年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 3.28
(施)昭54. 3.28

学事文書課

3320 9 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５３年度 (起)昭54. 2. 5 学事文書課

3320 10 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例の制定について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.23
(決)昭53. 3.23
(施)昭53. 3.23

学事文書課

3320 11 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５２年度
(起)昭53. 2.13
(決)昭53. 2.16

学事文書課

3320 12 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例の制定について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.23
(施)昭52. 3.23

学事文書課

3320 13 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 5
(決)昭52. 2. 8

学事文書課

3320 14 県立大学授業料等徴収条例等綴 授業料の納期内徴収率の確保向上について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 8
(決)昭51.11.11
(施)昭51.11.11

学事文書課

3320 15 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例の制定について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.24
(決)昭51. 3.25
(施)昭51. 3.25

学事文書課

3320 16 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て

昭和５０年度
(起)昭51. 1.27
(決)昭51. 2. 6
(施)昭51. 2. 6

学事文書課

3320 17 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭47. 2.12
(決)昭47. 2.15

学事文書課

3320 18 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭46. 1.28 学事文書課

3320 19 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例について

昭和４５年度
(起)昭45. 9. 8
(決)昭45. 9.14
(施)昭45. 9.14

学事文書課

3320 20 県立大学授業料等徴収条例等綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部改正につい
て（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 8.21
(決)昭45. 9. 7

学事文書課

3321 1 優秀技能者調書 優秀技能者調書 平成　元年度
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3321 2 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和６３年度

3321 3 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和６２年度

3321 4 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和６１年度

3321 5 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和６０年度

3321 6 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５９年度

3321 7 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５８年度

3321 8 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５７年度

3321 9 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５６年度

3321 10 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５５年度

3321 11 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５４年度

3321 12 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５３年度

3321 13 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５２年度

3321 14 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５１年度

3321 15 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和５０年度

3321 16 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和４９年度

3321 17 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和４８年度

3321 18 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和４７年度

3321 19 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和４６年度

3321 20 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和４５年度

3321 21 優秀技能者調書 優秀技能者調書 昭和４４年度

3322 1 組織管理関係例規 公共職業安定所内部組織の一部改正について 昭和４５年度
(起)昭45. 3.26
(決)昭45. 3.31
(施)昭45. 4. 3

職業安定課
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3322 2 組織管理関係例規
公共職業安定所内部組織の変更について（うかが
い）

昭和４４年度
(起)昭45. 3.16
(決)昭45. 3.17
(施)昭45. 3.18

職業安定課

3322 3 組織管理関係例規 職業指導官の設置について 昭和４５年度 (収)昭45. 9. 8
労働省職業安定
局庶務課長

3322 4 組織管理関係例規 雇用情報専門官の設置について 昭和４５年度 (収)昭45. 9. 8
労働省職業安定
局庶務課長

3322 5 組織管理関係例規 雇用情報専門官の設置について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.12
(決)昭45. 9.26
(施)昭45. 9.26

職業安定課

3322 6 組織管理関係例規 職業指導官の設置について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.12
(決)昭45. 9.30
(施)昭45.10. 6

職業安定課

3322 7 組織管理関係例規 職安組織の統廃合について 昭和４５年度
(起)昭45.11. 1
(決)昭45.11. 1
(施)昭45.11. 1

職業安定課

3322 8 組織管理関係例規 労働省定員規程の一部改正について 昭和４６年度 (収)昭46. 4.12
労働大臣官房秘
書課長

3322 9 組織管理関係例規
各都道府県の区域内の公共職業安定所を通じての
定員の改正について

昭和４６年度 (収)昭46. 4.12
労働省職業安定
局庶務課管理係
長

3322 10 組織管理関係例規 公共職業安定所別の定員について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.13
(決)昭46. 4.14
(施)昭46. 4.15

職業安定課

3322 11 組織管理関係例規 静岡県行政組織規則の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.15
(決)昭46. 4.17
(施)昭46. 4.17

職業安定課

3322 12 組織管理関係例規
失業保険課の内部組織の改正について（うかが
い）

昭和４５年度
(起)昭46. 3. 2
(決)昭46. 3.17

職業安定課

3322 13 組織管理関係例規 公共職業安定所別の定員について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.22
(決)昭46. 5.25
(施)昭46. 5.26

職業安定課

3322 14 組織管理関係例規 職業安定法施行規則の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 8
(決)昭46. 7. 9
(施)昭46. 7.19

職業安定課

3322 15 組織管理関係例規 公共職業安定所内部組織の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46.12.14
(決)昭46.12.16
(施)昭46.12.16

職業安定課

3322 16 組織管理関係例規 公共職業安定所内部組織の変更について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.11.30
(施)昭46.12. 2

職業安定課

3322 17 組織管理関係例規 うかがい（職員定数について） 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 9
(決)昭47. 2.10
(施)昭47. 2.10

職業安定課

3322 18 組織管理関係例規
労働保険徴収室及び労働保険徴収機械業務室の事
務分掌等について

昭和４７年度 (収)昭47. 4.13
労働保険徴収室
長他

3322 19 組織管理関係例規 職業安定法施行規則の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 5
(決)昭47. 4. 6
(施)昭47. 4.10

職業安定課

3322 20 組織管理関係例規
職業安定法施行規則別表第１の改定について（申
請）

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 4
(決)昭47. 2. 8
(施)昭47. 2. 8

職業安定課

3322 21 組織管理関係例規
労働保険徴収室及び労働保険徴収機械業務室の設
置について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.19
(施)昭47. 4.19

職業安定課
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3322 22 組織管理関係例規 労働省定員規程の一部改正について 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 1
労働大臣官房秘
書課長

3322 23 組織管理関係例規 失業保険給付調査官規程等の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 4.25
(施)昭47. 5. 4

職業安定課

3322 24 組織管理関係例規 労働省定員規程の一部改正について 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 1
労働省大臣官房
秘書課長

3322 25 組織管理関係例規
地方自治法附則第８条関係職員の各都道府県別定
員を定める訓令について

昭和４７年度 (収)昭47. 6.12
労働省職業安定
局長

3322 26 組織管理関係例規 組織票の作成について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.14
(決)昭47. 6.14
(施)昭47. 6.15

職業安定課

3322 27 組織管理関係例規 公共職業安定所別の定員について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.28
(施)昭47. 8.30

職業安定課

3322 28 組織管理関係例規 公共職業安定所別の定員について 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 1
(決)昭47. 6. 3
(施)昭47. 6. 3

職業安定課

3323 1 水産業協同組合解散認可綴 漁業生産組合の解散認可について 昭和６２年度
(起)昭62. 9.10
(決)昭62. 9.17
(施)昭62. 9.17

水産課

3323 2 水産業協同組合解散認可綴 漁業生産組合の解散認可について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.13
(決)昭61. 8.22
(施)昭61. 8.23

水産課

3323 3 水産業協同組合解散認可綴 漁業生産組合の解散認可について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.25
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

水産課

3323 4 水産業協同組合解散認可綴 漁業生産組合の解散認可について 昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.25
(施)昭59.12.25

水産課

3323 5 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の解散について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 3
(決)昭58.10.11
(施)昭58.10.11

水産課

3323 6 水産業協同組合解散認可綴 漁業生産組合の解散認可について（うかがい） 昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

水産課

3323 7 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の解散認可について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.14
(決)昭56. 7.21
(施)昭56. 7.21

水産課

3323 8 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の解散認可について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 1.26
(決)昭54. 2.24
(施)昭54. 2.28

水産課

3323 9 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 5
(決)昭51. 1. 9
(施)昭51. 1.10

水産課

3323 10 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の定款変更認可について 昭和３９年度
(起)昭40. 1.18
(施)昭40. 1.30

水産課

3323 11 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の解散認可について 昭和５２年度
(起)昭52. 5. 4
(決)昭52. 5.20
(施)昭52. 5.20

水産課

3323 12 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.16
(決)昭49. 8.24
(施)昭49. 8.26

水産課

3323 13 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の定款変更認可について 昭和４６年度
(起)昭46.12.17
(決)昭46.12.17
(施)昭46.12.25

水産課

3323 14 水産業協同組合解散認可綴
水産業協同組合の定款変更認可申請について（却
下）

昭和４５年度
(起)昭46. 3.22
(決)昭46. 3.24
(施)昭46. 3.25

水産課
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3323 15 水産業協同組合解散認可綴
水産業協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和３９年度
(起)昭39.11.21
(決)昭39.12. 8
(施)昭39.12. 8

水産課

3323 16 水産業協同組合解散認可綴 水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 9
(決)昭46. 4.12
(施)昭46. 4.12

水産課

3324 1 伊豆山浜生活協同組合設立認可 産業組合の組織変更認可について 昭和２５年度 (起)昭25. 9.26 厚生課

3324 2 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合の員外利用許可について 昭和２５年度
(起)昭25.10. 5
(施)昭25.10.16

厚生課

3324 3 伊豆山浜生活協同組合設立認可 総会に関する報告書提出について 昭和３３年度 (収)昭33. 7. 2
熱海市福祉事務
所長

3324 4 伊豆山浜生活協同組合設立認可 総会終了報告 昭和３６年度 (収)昭36. 6.30
伊豆山浜水道生
活協同組合

3324 5 伊豆山浜生活協同組合設立認可
消費生活協同組合定款変更の認可について（うか
がい）

昭和４４年度
(起)昭44. 8.10
(決)昭44. 8.15
(施)昭44. 8.25

社会課

3324 6 伊豆山浜生活協同組合設立認可
消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４６年度
(起)昭46. 6.30
(決)昭46. 7. 3
(施)昭46. 7. 3

社会課

3324 7 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和４７年度 (収)昭47. 5. 6
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 8 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和４８年度 (収)昭48. 5.15
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 9 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和４９年度 (収)昭49. 5.19
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 10 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和５０年度 (収)昭50. 5.26
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 11 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了届について 昭和５１年度 (収)昭51. 6.24
熱海市福祉事務
所長

3324 12 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和５３年度 (収)昭53. 5.22
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 13 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和５４年度 (収)昭54. 5.30
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 14 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和５５年度 (収)昭55. 5.26
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 15 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和５６年度 (収)昭56. 5.21
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 16 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和５７年度 (収)昭57. 5.20
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 17 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和５８年度 (収)昭58. 5.20
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 18 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和５９年度 (収)昭59. 5.18
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 19 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和６０年度 (収)昭60. 5.19
伊豆山浜生活協
同組合理事長
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3324 20 伊豆山浜生活協同組合設立認可
事業施設の設置及び管理に関する規約の一部改正
について報告

昭和６１年度 (収)昭61. 5.22
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 21 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告書 昭和６１年度 (収)昭61. 5.22
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 22 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告書 昭和６２年度 (収)昭62. 5.23
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3324 23 伊豆山浜生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告書 昭和６３年度 (収)昭63. 5.24
伊豆山浜生活協
同組合理事長

3325 1 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合設立認可の件 昭和２５年度
(起)昭25.12.27
(決)昭25.12.27

厚生課

3325 2 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合定款変更認可について 昭和２８年度
(起)昭28. 7.17
(決)昭28. 7.20
(施)昭28. 7.23

厚生課

3325 3 榛原郡学校生活協同組合設立認可 榛原郡学校生活協同組合定款変更認可について 昭和３４年度
(起)昭35. 2. 2
(決)昭35. 2. 4
(施)昭35. 2. 8

厚生課

3325 4 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合定款変更認可について（照会） 昭和３４年度
(起)昭34.10.10
(施)昭34.10.12

厚生課

3325 5 榛原郡学校生活協同組合設立認可
榛原郡学校生活協同組合の定款変更認可について
（うかがい）

昭和３８年度
(起)昭38. 9.13
(施)昭38. 9.17

厚生課

3325 6 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合の定款変更認可について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.11
(決)昭41. 7.14
(施)昭41. 7.16

社会課

3325 7 榛原郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４４年度
(起)昭44.12.22
(決)昭44.12.23
(施)昭44.12.25

社会課

3325 8 榛原郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４５年度 (起)昭45. 8. 3 社会課

3325 9 榛原郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４６年度
(起)昭46. 7.12
(決)昭46. 7.15
(施)昭46. 7.15

社会課

3325 10 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届他（進達） 昭和４７年度 (収)昭47. 7.15
中部福祉事務所
長

3325 11 榛原郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合理事監事変更届、定款変更届、
総代会議事録の提出について（進達）

昭和４８年度 (収)昭48. 7. 7
中部福祉事務所
長

3325 12 榛原郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合の定款改正及び理事監事変更届
について（進達）

昭和５０年度 (収)昭50. 7. 7
中部福祉事務所
長

3325 13 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届 昭和５１年度 (収)昭51. 7.14
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 14 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合定款変更認可について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 6.30
(決)昭52. 7. 4
(施)昭52. 7. 4

福祉課

3325 15 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届 昭和５２年度 (収)昭52. 7.15
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 16 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届 昭和５３年度 (収)昭53. 5.18
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 17 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届の送付について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.30 榛原町長

160 ページ



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

3325 18 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告書送付について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.24 榛原町長

3325 19 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届の送付について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.26 榛原町長

3325 20 榛原郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合総代会終了報告書の送付につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 5.21 榛原町長

3325 21 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和５６年度 (収)昭56. 5.23
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 22 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届 昭和５６年度 (収)昭56. 5.23
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 23 榛原郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合総代会終了報告書の送付につい
て

昭和５７年度 (収)昭57. 5.19
榛原町商工観光
課長

3325 24 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和５８年度 (収)昭58. 5.26
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 25 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告の進達について 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 2 榛原町長

3325 26 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和６０年度 (収)昭60. 5.31
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 27 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届 昭和６０年度 (収)昭60. 5.31
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 28 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届 昭和６１年度 (収)昭61. 5.23
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 29 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和６１年度 (収)昭61. 5.23
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 30 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和６２年度 (収)昭62. 6. 2
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 31 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合理事監事変更届 昭和６３年度 (収)昭63. 5.23
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3325 32 榛原郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和６３年度 (収)昭63. 5.23
榛原郡学校生活
協同組合理事長

3326 1
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合設立認可に関する件 昭和２５年度
(起)昭25.12.13
(施)昭25.12.19

厚生課

3326 2
富士地区学校生活協同組合設立認
可

昭和36年度事業報告書等報告 昭和３７年度 (収)昭37. 6.11
富士地区学校生
活協同組合理事
長

3326 3
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合理事監事変更届 昭和３９年度 (収)昭39. 6.13
富士地区学校生
活協同組合理事
長

3326 4
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合代表者及び専務理事届 昭和４０年度 (収)昭40. 6. 3
富士地区学校生
活協同組合組合
長
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3326 5
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合代表者及び専務理事届 昭和４１年度 (収)昭41. 6. 3
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 6
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可申請書 昭和４０年度 (収)昭40. 5.25
富士市福祉事務
所長

3326 7
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可申請について 昭和４０年度
(起)昭40. 5.28
(施)昭40. 6. 3

社会課

3326 8
富士地区学校生活協同組合設立認
可

富士地区学校生活協同組合定款変更認可について 昭和４２年度
(起)昭42. 7.31
(決)昭42. 8. 3

社会課

3326 9
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更の認可について（うか
がい）

昭和４４年度
(起)昭44. 7.31
(決)昭44. 8. 2
(施)昭44. 8. 4

社会課

3326 10
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合合計残高試算表送付について 昭和４５年度 (収)昭45.10.24
富士市福祉事務
所長

3326 11
富士地区学校生活協同組合設立認
可

定款の送付について 昭和４９年度 (収)昭49. 6.27
富士地区学校生
活協同組合

3326 12
富士地区学校生活協同組合設立認
可

富士地区消費生活協同組合試算表送付について 昭和４８年度 (収)昭48.10.19
富士市福祉事務
所長

3326 13
富士地区学校生活協同組合設立認
可

通常総代会終了報告書送付について 昭和４８年度 (収)昭48. 7. 5
富士市福祉事務
所長

3326 14
富士地区学校生活協同組合設立認
可

組合代表者及び専務、常務理事届 昭和４８年度 (収)昭48. 6.29
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 15
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可申請書 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 6
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 16
富士地区学校生活協同組合設立認
可

通常総代会終了報告 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 8
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 17
富士地区学校生活協同組合設立認
可

昭和47年度上半期合計残高試算表提出について 昭和４７年度 (収)昭47.10.19
富士市福祉事務
所長

3326 18
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.15 社会課

3326 19
富士地区学校生活協同組合設立認
可

富士地区学校生活協同組合通常総代会終了報告書
及び定款一部変更認可申請書送付について

昭和４９年度 (収)昭49. 6.11
富士市福祉事務
所長

3326 20
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.22
(決)昭49. 7. 1
(施)昭49. 7. 1

社会課

3326 21
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書 昭和４９年度 (収)昭49. 6. 7
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 22
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書の進達に
ついて

昭和５０年度 (収)昭50. 6.12
富士市福祉事務
所長

3326 23
富士地区学校生活協同組合設立認
可

試算表報告書の提出について 昭和５１年度 (収)昭52. 1.26
富士地区学校生
活協同組合組合
長
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3326 24
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合にかかる合計残高試算表の送付
について

昭和５１年度 (収)昭51.10. 8
富士市福祉事務
所長

3326 25
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了届書の提出につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 7.13
富士市福祉事務
所長

3326 26
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書 昭和５２年度 (収)昭52. 6. 9
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 27
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書 昭和５３年度 (収)昭53. 6. 1
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 28
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書の進達に
ついて

昭和５４年度 (収)昭54. 6. 8 富士市福祉部長

3326 29
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 5.27
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 30
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書 昭和５６年度 (収)昭56. 6.12
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 31
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の定款変更認可について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.13
(決)昭56. 6.22
(施)昭56. 6.22

県民生活課

3326 32
富士地区学校生活協同組合設立認
可

総代会の議事録送付について 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 9 富士市長

3326 33
富士地区学校生活協同組合設立認
可

総代会の議事録と定款の一部変更認可申請書の送
付について

昭和５８年度 (収)昭58. 6. 3 富士市長

3326 34
富士地区学校生活協同組合設立認
可

富士地区学校生活協同事務所移転届 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 1
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 35
富士地区学校生活協同組合設立認
可

富士地区学校生活協同事務所移転登記完了届につ
いて（進達）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.29 富士市長

3326 36
富士地区学校生活協同組合設立認
可

定款一部変更認可申請書の取り下げについて 昭和５８年度
(起)昭58. 6.23
(決)昭58. 6.24
(施)昭58. 6.24

県民生活課

3326 37
富士地区学校生活協同組合設立認
可

富士地区学校生活協同組合定款の一部変更につい
て（進達）

昭和５８年度 (収)昭58. 7. 8 富士市長

3326 38
富士地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の定款変更認可について（伺
い）

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 9
(決)昭58. 7.12
(施)昭58. 7.13

県民生活課

3326 39
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 1
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 40
富士地区学校生活協同組合設立認
可

生活協同組合総会結果について（進達） 昭和６１年度 (収)昭61. 6.10
富士市生活環境
部生活安全課長

3326 41
富士地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合通常総代会終了報告書 昭和６０年度 (収)昭60. 6. 1
富士地区学校生
活協同組合組合
長

3326 42
富士地区学校生活協同組合設立認
可

富士地区学校生活協同組合第38期通常総会議事録
等について（進達）

昭和６３年度 (収)昭63. 6.18 富士市長
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3327 1
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合設立認可について 昭和２６年度
(起)昭26. 3.11
(決)昭26. 4. 7
(施)昭26. 4.10

厚生課

3327 2
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可について 昭和２９年度
(起)昭30. 3. 7
(決)昭30. 3. 9
(施)昭30. 3. 9

厚生課

3327 3
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和３５年度
(起)昭35. 6. 6
(決)昭35. 6.15
(施)昭35. 6.17

厚生課

3327 4
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の定款変更認可について（うか
がい）

昭和４１年度
(起)昭41. 7.11
(決)昭41. 7.14
(施)昭41. 7.16

社会課

3327 5
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４６年度
(起)昭46. 6.29
(決)昭46. 7. 1
(施)昭46. 7. 1

社会課

3327 6
志太地区学校生活協同組合設立認
可

志太地区学校生活協同組合通常総代会報告につい
て（送付）

昭和４６年度 (収)昭46. 6.18 藤枝市長

3327 7
志太地区学校生活協同組合設立認
可

５月分試算表について（送付） 昭和４７年度 (収)昭47. 6.13
藤枝市福祉事務
所長

3327 8
志太地区学校生活協同組合設立認
可

４月分試算表について（送付） 昭和４７年度 (収)昭47. 5.23
藤枝市福祉事務
所長

3327 9
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の試算表について（送付） 昭和４６年度 (収)昭47. 3.22
藤枝市福祉事務
所長

3327 10
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の試算表について（送付） 昭和４６年度 (収)昭47. 1.25
藤枝市福祉事務
所長

3327 11
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の試算表について（送付） 昭和４６年度 (収)昭46.12.21
藤枝市福祉事務
所長

3327 12
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合総代会終了報告書について（送
付）

昭和４７年度 (収)昭47. 6.21
藤枝市福祉事務
所長

3327 13
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表（９月分）について（送付） 昭和４７年度 (収)昭47.10.20
藤枝市福祉事務
所長

3327 14
志太地区学校生活協同組合設立認
可

７月分試算表送付について 昭和４７年度 (収)昭47. 9. 4
藤枝市福祉事務
所長

3327 15
志太地区学校生活協同組合設立認
可

６月分試算表について（送付） 昭和４７年度 (収)昭47. 7.18
藤枝市福祉事務
所長

3327 16
志太地区学校生活協同組合設立認
可

生活協同組合の10月分試算表および本年度上半期
事業報告決算書について（送付）

昭和４７年度 (収)昭47.11.14
藤枝市福祉事務
所長

3327 17
志太地区学校生活協同組合設立認
可

11月分試算表について（送付） 昭和４７年度 (収)昭47.12.16
藤枝市福祉事務
所長

3327 18
志太地区学校生活協同組合設立認
可

１月分試算表について（送付） 昭和４７年度 (収)昭48. 2. 8
藤枝市福祉事務
所長

3327 19
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表（12月分）について（送付） 昭和４７年度 (収)昭48. 1.17
藤枝市福祉事務
所長

3327 20
志太地区学校生活協同組合設立認
可

２月分試算表について（送付） 昭和４７年度 (収)昭48. 3.10
藤枝市福祉事務
所長

3327 21
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表（４月分）について（送付） 昭和４８年度 (収)昭48. 5.22
藤枝市福祉事務
所長
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3327 22
志太地区学校生活協同組合設立認
可

５月分試算表について（送付） 昭和４８年度 (収)昭48. 6.20
藤枝市福祉事務
所長

3327 23
志太地区学校生活協同組合設立認
可

総代会資料について（送付） 昭和４８年度 (収)昭48. 7. 3
藤枝市福祉事務
所長

3327 24
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表（６月分）について（送付） 昭和４８年度 (収)昭48. 7.20 藤枝市長

3327 25
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表（７月分）について（送付） 昭和４８年度 (収)昭48. 9. 1 藤枝市長

3327 26
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表８、９月分について（送付） 昭和４８年度 (収)昭48.10.25 藤枝市長

3327 27
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表10月分について（送付） 昭和４８年度 (収)昭48.11.14 藤枝市長

3327 28
志太地区学校生活協同組合設立認
可

昭和48年度上半期事業報告決算書提出について
（送付）

昭和４８年度 (収)昭48.11. 6 藤枝市長

3327 29
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表11月分について（送付） 昭和４８年度 (収)昭48.12.20 藤枝市長

3327 30
志太地区学校生活協同組合設立認
可

試算表12月分について（送付） 昭和４８年度 (収)昭49. 1.17 藤枝市長

3327 31
志太地区学校生活協同組合設立認
可

１月分試算表について（送付） 昭和４８年度 (収)昭49. 2.14 藤枝市長

3327 32
志太地区学校生活協同組合設立認
可

２月分試算表について（送付） 昭和４８年度 (収)昭49. 3.13 藤枝市長

3327 33
志太地区学校生活協同組合設立認
可

４月分試算表について（送付） 昭和４９年度 (収)昭49. 6. 6 藤枝市長

3327 34
志太地区学校生活協同組合設立認
可

５月分試算表について（送付） 昭和４９年度 (収)昭49. 6.20 藤枝市長

3327 35
志太地区学校生活協同組合設立認
可

６月分試算表について（送付） 昭和４９年度 (収)昭49. 7.16 藤枝市長

3327 36
志太地区学校生活協同組合設立認
可

10月分試算表について（送付） 昭和４９年度 (収)昭49.12. 2 藤枝市長

3327 37
志太地区学校生活協同組合設立認
可

11月分試算表について（送付） 昭和４９年度 (収)昭49.12.19 藤枝市長

3327 38
志太地区学校生活協同組合設立認
可

12月分試算表について（送付） 昭和４９年度 (収)昭50. 1.25 藤枝市長

3327 39
志太地区学校生活協同組合設立認
可

１月分試算表について（送付） 昭和４９年度 (収)昭50. 2.21 藤枝市長

3327 40
志太地区学校生活協同組合設立認
可

２月分試算表について（送付） 昭和４９年度 (収)昭50. 3.25 藤枝市長

3327 41
志太地区学校生活協同組合設立認
可

７月分試算表について（送付） 昭和５０年度 (収)昭50. 8.15 藤枝市長

3327 42
志太地区学校生活協同組合設立認
可

６月分試算表について（送付） 昭和５０年度 (収)昭50. 8.11 藤枝市長
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3327 43
志太地区学校生活協同組合設立認
可

４、５月分試算表について（送付） 昭和５０年度 (収)昭50. 6.25 藤枝市長

3327 44
志太地区学校生活協同組合設立認
可

10月分試算表について（送付） 昭和５０年度 (収)昭50.11.17 藤枝市長

3327 45
志太地区学校生活協同組合設立認
可

11月分試算表について（送付） 昭和５０年度 (収)昭50.12.23 藤枝市長

3327 46
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可申請書 昭和５１年度 (収)昭51. 6. 2
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3327 47
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の定款変更認可について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 5
(決)昭51. 6. 9
(施)昭51. 6. 9

福祉課

3327 48
志太地区学校生活協同組合設立認
可

総代会登記抄本送付について 昭和５１年度 (収)昭51. 6.28
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3327 49
志太地区学校生活協同組合設立認
可

残高試算表について（送付） 昭和５１年度 (収)昭51. 6.17
藤枝市長職務代
理者

3327 50
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合組合長及び専務理事選任届 昭和５３年度 (収)昭54. 3. 1
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3327 51
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合理事及び監事変更届（任期満
了）

昭和５３年度 (収)昭54. 3. 1
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3327 52
志太地区学校生活協同組合設立認
可

昭和53年度事業計画書並びに一般管理費及び諸経
費予算書報告書

昭和５３年度 (収)昭54. 3. 1
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3327 53
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合総代会終了報告 昭和５３年度 (収)昭54. 3. 1
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3327 54
志太地区学校生活協同組合設立認
可

残高試算表について（送付） 昭和５３年度 (収)昭54. 3.16 藤枝市長

3327 55
志太地区学校生活協同組合設立認
可

通常総代会終了に伴う諸報告並びに届書等につい
て（送付）

昭和５３年度 (収)昭54. 3.13 藤枝市長

3327 56
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.17
(決)昭54. 3.26

消費生活課

3327 57
志太地区学校生活協同組合設立認
可

残高試算表について（送付） 昭和５３年度 (収)昭54. 3.31 藤枝市長

3327 58
志太地区学校生活協同組合設立認
可

定款変更認可申請書について（送付） 昭和５４年度 (収)昭54. 6.14 藤枝市長

3327 59
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の定款変更認可について（うか
がい）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.21
(決)昭54. 6.23
(施)昭54. 6.25

消費生活課

3327 60
志太地区学校生活協同組合設立認
可

通常総代会終了に伴う諸報告並びに届書について
（送付）

昭和５４年度 (収)昭54. 6.13 藤枝市長

3327 61
志太地区学校生活協同組合設立認
可

残高試算表について（送付） 昭和５４年度 (収)昭54. 6.13 藤枝市長
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3327 62
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合理事及び監事変更届 昭和５４年度 (収)昭54. 8. 3 藤枝市長

3327 63
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の定款変更認可について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.18
(施)昭55. 6.18

県民生活課

3327 64
志太地区学校生活協同組合設立認
可

残高試算表について（送付） 昭和５５年度 (収)昭55. 6.10 藤枝市長

3327 65
志太地区学校生活協同組合設立認
可

通常総代会終了に伴う諸報告並びに届出について
（送付）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.10 藤枝市長

3327 66
志太地区学校生活協同組合設立認
可

残高試算表について（送付） 昭和５５年度 (収)昭55.12.17 藤枝市長

3327 67
志太地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合の通常総代会終了に伴う届出に
ついて（送付）

昭和５６年度 (収)昭56. 6.11 藤枝市長

3327 68
志太地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合の通常総代会終了に伴う届出に
ついて（送付）

昭和５７年度 (収)昭57. 6.17 藤枝市長

3327 69
志太地区学校生活協同組合設立認
可

生活協同組合の諸報告及び届出について（送付） 昭和５８年度 (収)昭58. 6.15 藤枝市長

3327 70
志太地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合の報告について（送付） 昭和６２年度 (収)昭62. 6.12 藤枝市長

3327 71
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合総代会終了報告 昭和６１年度 (収)昭61. 6.12
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3327 72
志太地区学校生活協同組合設立認
可

学校生活協同組合の報告について（送付） 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 2 藤枝市長

3327 73
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合総代会終了報告 昭和５９年度 (収)昭59. 6.29
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3327 74
志太地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合総代会終了報告 昭和６３年度 (収)昭63. 6.18
志太地区学校生
活協同組合組合
長

3328 1
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合設立認可について 昭和２６年度
(起)昭26. 4. 8
(決)昭26. 4.25
(施)昭26. 4.27

厚生課

3328 2
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可について 昭和３９年度
(起)昭39. 9.21
(決)昭39.10.19
(施)昭39.10.20

社会課

3328 3
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合総代会終了報告書及び議事録の
進達について

昭和４０年度 (収)昭40. 6.11 浜松市長

3328 4
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

昭和40年度事業報告並総代会議事録報告の件 昭和４１年度 (収)昭41. 6. 6
浜名地区学校生
活協同組合組合
長

3328 5
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４５年度
(起)昭45. 8.21
(決)昭45. 8.22
(施)昭45. 8.22

社会課

3328 6
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合事務所移転届 昭和４５年度 (収)昭45.10. 8
浜名地区学校生
活協同組合組合
長
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3328 7
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

昭和46年度事業報告並総代会議事録報告の件 昭和４７年度 (収)昭47. 7. 6
浜名地区学校生
活協同組合組合
長

3328 8
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合定款変更の認可について（うか
がい）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.29
(決)昭48. 6.29
(施)昭48. 6.29

社会課

3328 9
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

昭和47年度事業報告並総代会議事録報告の件 昭和４８年度 (収)昭48. 6.27
浜名地区学校生
活協同組合組合
長

3328 10
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の事業報告並びに総代会議事録
の進達について

昭和４９年度 (収)昭49. 7.10 浜松市長

3328 11
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

総代会終了報告 昭和５０年度 (収)昭50. 6.10
浜松市学校生活
協同組合組合長

3328 12
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の定款変更認可について（うか
がい）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.20
(決)昭50. 8.24
(施)昭50.10. 8

社会課

3328 13
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の所在地変更について 昭和５０年度 (収)昭50.12. 1 浜松市長

3328 14
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

残高試算表の提出について 昭和５０年度 (収)昭50. 9.30
浜松市くらしの
センター

3328 15
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

消費生活協同組合の総代会終了報告について 昭和５４年度 (収)昭54. 7. 4 浜松市長

3328 16
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

浜名地区学校生活協同組合総代会終了報告書 昭和６０年度 (収)昭60. 5.22
浜名地区学校生
活協同組合組合
長

3328 17
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

浜名地区学校生活協同組合総代会終了報告書 昭和６１年度 (収)昭61. 5.26
浜名地区学校生
活協同組合組合
長

3328 18
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

浜名地区学校生活協同組合総代会終了報告書 昭和６２年度 (収)昭62. 5.21
浜名地区学校生
活協同組合組合
長

3328 19
浜名地区学校生活協同組合設立認
可

生活協同組合総代会終了報告書について 昭和６３年度 (収)昭63. 6. 1 浜松市長

3329 1 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合定款変更認可について 昭和３１年度
(起)昭31.10. 1
(決)昭31.10. 8
(施)昭31.10.11

厚生課

3329 2 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合設立認可について 昭和２５年度
(起)昭26. 2.13
(決)昭26. 2.19
(施)昭26. 2.24

厚生課

3329 3 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 賀茂郡学校生活協同組合事務所移転届について 昭和４０年度 (収)昭40. 8.30 賀茂支庁長

3329 4 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合定款変更認可申請について 昭和４０年度 (起)昭40. 6.12 社会課

3329 5 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告について 昭和３９年度 (収)昭39. 6.17 賀茂支庁長

3329 6 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 学校生活協同組合の報告書類の提出について 昭和４１年度 (収)昭41. 7.14 賀茂支庁長

168 ページ



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

3329 7 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４６年度
(起)昭46.11.16
(決)昭46.11.24
(施)昭46.11.24

社会課

3329 8 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和４６年度 (収)昭46. 6. 5
賀茂地区学校生
活協同組合組合
長

3329 9 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合の名称変更について 昭和４６年度 (収)昭46.12.14
下田福祉事務所
長

3329 10 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 賀茂地区学校生活協同組合報告書の提出について 昭和４８年度 (収)昭48. 6. 7
下田福祉事務所
長

3329 11 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和48年度生活協同組合事業報告書の送付につい
て

昭和４９年度 (収)昭49. 6. 5
下田福祉事務所
長

3329 12 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和49年度生活協同組合事業報告書の送付につい
て

昭和５０年度 (収)昭50. 6.23
下田福祉事務所
長

3329 13 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和50年度生活協同組合事業報告書の送付につい
て

昭和５１年度 (収)昭51. 6.18
下田福祉事務所
長

3329 14 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和50年度公益質屋及び消費生活協同組合実態調
査について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.28
(施)昭51. 8.28

福祉課

3329 15 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和50年度公益質屋及び消費生活協同組合（連合
会）実態調査の実施について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.10
(決)昭51. 7.10
(施)昭51. 7.10

福祉課

3329 16 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合の運営指導の強化について 昭和５２年度 (起)昭52. 5. 6 福祉課

3329 17 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和52年度消費生活協同組合（連合会）実態調査
票について

昭和５２年度 (起)昭52. 7.30 福祉課

3329 18 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和52年度消費生活協同組合（連合会）実態調査
の実施について

昭和５２年度 (起)昭52. 7.27 福祉課

3329 19 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和52年度生活協同組合事業報告書の送付につい
て

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 5
下田福祉事務所
長

3329 20 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合の定款変更認可について（うか
がい）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.21
(決)昭54. 6.23
(施)昭54. 6.25

消費生活課

3329 21 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 報告書類の提出について 昭和５５年度 (収)昭55. 6. 3
下田福祉事務所
長

3329 22 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和55年度生活協同組合事業報告書の送付につい
て

昭和５６年度 (収)昭56. 6. 3
下田福祉事務所
長

3329 23 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和56年度生活協同組合事業報告書の送付につい
て

昭和５７年度 (収)昭57. 6.12
下田福祉事務所
長

3329 24 賀茂郡学校生活協同組合設立認可
昭和57年度生活協同組合事業報告書の送付につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 6. 1
下田福祉事務所
長

3329 25 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 1
賀茂地区学校生
活協同組合組合
長

3329 26 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告 昭和６０年度 (収)昭60. 6. 1
賀茂地区学校生
活協同組合組合
長
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3329 27 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 報告書提出について 昭和６１年度 (収)昭61. 6. 4
下田福祉事務所
長

3329 28 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 報告書提出について 昭和６２年度 (収)昭62. 6. 1
賀茂地区学校生
活協同組合組合
長

3329 29 賀茂郡学校生活協同組合設立認可 報告書類の提出について 昭和６３年度 (収)昭63. 6. 2
下田福祉事務所
長

3330 1 松葉消費生活共同組合設立認可 消費生活協同組合設立認可について 昭和２６年度
(起)昭26. 4.18
(施)昭26. 4.23

厚生課

3330 2 松葉消費生活共同組合設立認可 員外利用事業報告書の進達について 昭和４５年度 (収)昭46. 2.13 島田市長

3330 3 松葉消費生活共同組合設立認可 消費生活協同組合員外利用許可について 昭和４５年度
(起)昭45.12.24
(決)昭46. 1.18
(施)昭46. 1.25

社会課

3330 4 松葉消費生活共同組合設立認可 消費生活協同組合通常総会の報告について 昭和４８年度 (収)昭48. 5.26 島田市長

3330 5 松葉消費生活共同組合設立認可
昭和48年度消費生活協同組合通常総会に関する報
告について

昭和４９年度 (収)昭49. 5.30
島田市福祉事務
所長

3330 6 松葉消費生活共同組合設立認可
昭和49年度消費生活協同組合通常総会に関する報
告について

昭和５０年度 (収)昭50. 5.10
松葉消費生活協
同組合組合長

3330 7 松葉消費生活共同組合設立認可
松葉消費生活協同組合に係る通常総会に関する報
告書の進達について

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 5 島田市長

3330 8 松葉消費生活共同組合設立認可 消費生活協同組合通常総会の報告について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.13
松葉消費生活協
同組合組合長

3330 9 松葉消費生活共同組合設立認可 消費生活協同組合通常総会の報告について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.17
松葉消費生活協
同組合組合長

3330 10 松葉消費生活共同組合設立認可 消費生活協同組合通常総会の報告について 昭和５６年度 (収)昭56. 5.17
松葉消費生活協
同組合組合長

3330 11 松葉消費生活共同組合設立認可 消費生活協同組合通常総会の報告について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.25
松葉消費生活協
同組合組合長

3330 12 松葉消費生活共同組合設立認可 生活協同組合関係文書について（進達） 昭和５７年度 (収)昭57. 7. 1 島田市長

3330 13 松葉消費生活共同組合設立認可 生活協同組合関係の文書について（進達） 昭和５８年度 (収)昭58. 5.26 島田市長

3330 14 松葉消費生活共同組合設立認可 第33期通常総会議案並びに事業報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 8.24
松葉消費生活協
同組合組合長

3330 15 松葉消費生活共同組合設立認可 第34期松葉消費生活協同組合定時総会議事録等 昭和６０年度 (収)昭60. 8.22
松葉消費生活協
同組合組合長

3331 1 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合設立認可に関する件 昭和２６年度
(起)昭26. 5.15
(決)昭26. 5.21
(施)昭26. 5.24

厚生課

3331 2 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表について 昭和３１年度 (収)昭31.10.26
西遠福祉事務所
長
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3331 3 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合試算表送付について 昭和３１年度 (収)昭32. 2.25
西遠福祉事務所
長

3331 4 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告 昭和３６年度 (収)昭36. 6.12
引佐郡学校生活
協同組合組合長

3331 5 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表について 昭和３７年度 (収)昭38. 2.16
西遠福祉事務所
長

3331 6 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告について 昭和３７年度 (収)昭37. 7. 5
西遠福祉事務所
長

3331 7 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表について 昭和３７年度 (収)昭37.11.16
西遠福祉事務所
長

3331 8 引佐郡学校生活協同組合設立認可
消費生活協同組合合計残高試算表（６月末現在）
の提出について

昭和３７年度 (収)昭37. 8. 9
西遠福祉事務所
長

3331 9 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告について 昭和３８年度 (収)昭38. 6.26
西遠福祉事務所
長

3331 10 引佐郡学校生活協同組合設立認可 引佐郡学校生活協同組合の定款変更認可について 昭和３８年度
(起)昭38.11.19
(施)昭38.12. 3

厚生課

3331 11 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表の送付について 昭和４０年度 (収)昭40. 8. 5
西遠福祉事務所
長

3331 12 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告について 昭和４０年度 (収)昭40. 6.23
西遠福祉事務所
長

3331 13 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表について 昭和３８年度 (収)昭39. 2.21
西遠福祉事務所
長

3331 14 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表について 昭和３９年度 (収)昭39. 6. 9
西遠福祉事務所
長

3331 15 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表の送付について 昭和３９年度 (収)昭39. 8. 5
西遠福祉事務所
長

3331 16 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総代会終了報告について 昭和３９年度 (収)昭39. 6.24
西遠福祉事務所
長

3331 17 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表の送付について 昭和４０年度 (収)昭40. 4. 5
西遠福祉事務所
長

3331 18 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合合計残高試算表の提出について 昭和４０年度 (収)昭40.11.13
西遠福祉事務所
長

3331 19 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合総会終了報告について 昭和４１年度 (収)昭41. 7. 4
西遠福祉事務所
長

3331 20 引佐郡学校生活協同組合設立認可 試算表報告書 昭和４６年度 (収)昭46.12. 2
西部福祉事務所
長

3331 21 引佐郡学校生活協同組合設立認可 学校生活協同組合総代会議事報告について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.22
西部福祉事務所
長

3331 22 引佐郡学校生活協同組合設立認可
引佐郡学校生活協同組合の総代会終了報告につい
て

昭和４８年度 (収)昭48. 7.16
西部福祉事務所
長

3331 23 引佐郡学校生活協同組合設立認可 生活協同組合試算表の送付について 昭和４８年度 (収)昭48. 8. 3
西部福祉事務所
長
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3331 24 引佐郡学校生活協同組合設立認可 生活協同組合試算表の送付について 昭和４８年度 (収)昭48.11. 9
西部福祉事務所
長

3331 25 引佐郡学校生活協同組合設立認可 総代会終了報告 昭和４９年度 (収)昭49. 7. 8
引佐郡学校生活
協同組合組合長

3331 26 引佐郡学校生活協同組合設立認可 総代会終了報告 昭和５０年度 (収)昭50. 8.14
引佐郡学校生活
協同組合組合長

3331 27 引佐郡学校生活協同組合設立認可 総代会終了報告 昭和５１年度 (収)昭51. 7. 6
引佐郡学校生活
協同組合組合長

3331 28 引佐郡学校生活協同組合設立認可 総代会終了報告 昭和５２年度 (収)昭52. 6.13
引佐郡学校生活
協同組合組合長

3331 29 引佐郡学校生活協同組合設立認可 昭和52年度業務報告書の送付について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.26 細江町長

3331 30 引佐郡学校生活協同組合設立認可 昭和53年度業務報告書の送付について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.16 細江町長

3331 31 引佐郡学校生活協同組合設立認可 合計残高試算表の提出について 昭和５４年度 (収)昭55. 2.25 細江町長

3331 32 引佐郡学校生活協同組合設立認可 定時総代会議事録及び業務報告書の提出について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.12 細江町長

3331 33 引佐郡学校生活協同組合設立認可
引佐郡学校生活協同組合合計残高試算表の進達に
ついて

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 2 細江町長

3331 34 引佐郡学校生活協同組合設立認可 定時総代会議事録及び業務報告書の提出について 昭和５６年度 (収)昭56. 7.30 細江町長

3331 35 引佐郡学校生活協同組合設立認可 定時総代会議事録及び業務報告書の提出について 昭和５７年度 (収)昭57. 8. 6 細江町長

3331 36 引佐郡学校生活協同組合設立認可 合計残高試算表提出について 昭和５７年度 (収)昭58. 2.10 細江町長

3331 37 引佐郡学校生活協同組合設立認可 定時総代会議事録及び業務報告書の提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 9.10 細江町長

3331 38 引佐郡学校生活協同組合設立認可 定時総代会議事録及び業務報告書の提出について 昭和５９年度 (収)昭59. 7.26 細江町長

3331 39 引佐郡学校生活協同組合設立認可 消費生活協同組合の定款変更認可について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.17
(決)昭59. 8.17
(施)昭59. 8.17

県民生活課

3331 40 引佐郡学校生活協同組合設立認可 定時総代会議事録の提出について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.25 細江町長

3331 41 引佐郡学校生活協同組合設立認可 引佐郡学校生活協同組合総代会終了報告について 昭和６１年度 (収)昭61. 6.18 細江町長

3332 1
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

総代会終了報告書 昭和６３年度 (収)昭63. 6.13
浜松市学校生活
協同組合組合長

3332 2
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

浜松市学校生活協同組合の総代会終了報告につい
て（進達）

昭和６１年度 (収)昭61. 6. 4 浜松市長

3332 3
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

学校生活協同組合の総代会終了報告について（進
達）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.13 浜松市長
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3332 4
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

総代会終了報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 8
浜松市学校生活
協同組合組合長

3332 5
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の総代会終了報告書について
（進達）

昭和５８年度 (収)昭58. 6.27 浜松市長

3332 6
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の総代会終了報告書について
（進達）

昭和５７年度 (収)昭57. 7.14 浜松市長

3332 7
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の総代会終了に伴う残高試算表
の提出について

昭和５６年度 (収)昭56. 6.10 浜松市長

3332 8
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の総代会終了報告書の提出につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 6.11 浜松市長

3332 9
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の総代会終了報告書並びに残高
試算表の提出について

昭和５４年度 (収)昭54. 6.14 浜松市長

3332 10
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の総代会終了報告書の提出につ
いて

昭和５３年度 (収)昭53. 6.29 浜松市長

3332 11
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合定款変更認可について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 6.20
(決)昭52. 6.20
(施)昭52. 6.20

福祉課

3332 12
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の総代会終了報告書の提出につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 6.30 浜松市長

3332 13
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合定款変更認可について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(決)昭51. 7.16
(施)昭51. 7.16

福祉課

3332 14
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合残高試算表の送付について 昭和５０年度 (収)昭50.11.20
浜松市くらしの
センター長

3332 15
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.25
(決)昭50. 8. 4
(施)昭50. 8. 5

社会課

3332 16
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

浜松市学校生活協同組合の49年度９月分残高試算
表の送付について

昭和４９年度 (収)昭49.11. 6
浜松市くらしの
センター長

3332 17
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の事業報告並びに総代会議事録
の進達について

昭和４９年度 (収)昭49. 6.28 浜松市長

3332 18
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の事業報告並びに総代会議事録
の進達について

昭和４８年度 (収)昭48. 6.18 浜松市長

3332 19
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合定款変更認可について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.30 社会課

3332 20
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の総代会終了報告書の進達につ
いて

昭和４７年度 (収)昭47. 6.15
浜松市福祉事務
所長

3332 21
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合定款変更認可申請について 昭和４１年度
(起)昭41. 7.27
(決)昭41. 7.28
(施)昭41. 7.28

社会課

3332 22
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合総会終了報告書及び議事録の進
達について

昭和３９年度 (収)昭39. 6.16 浜松市長

3332 23
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の定款変更認可について 昭和４０年度
(起)昭40. 6.30
(決)昭40. 7.13

社会課

3332 24
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合総代会終了報告 昭和３６年度 (収)昭36. 6.14
浜松市学校生活
協同組合組合長
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3332 25
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合定款変更認可申請書 昭和４０年度 (収)昭40. 6. 3
浜松市学校生活
協同組合組合長

3332 26
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

浜松市学校生活協同組合定款変更認可について
（うかがい）

昭和３５年度
(起)昭35. 7.13
(施)昭35. 7.29

厚生課

3332 27
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合設立認可に関する件 昭和２６年度
(起)昭26. 5. 8
(決)昭26. 5.12
(施)昭26. 5.14

厚生課

3332 28
浜松市学校生活共同組合設立認可
等

消費生活協同組合の定款変更認可申請書の進達に
ついて

昭和３５年度 (収)昭35. 6.21 浜松市長

3333 1 知事表彰（永年） 永年勤続職員表彰の該当者の調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 民生部長

3333 2 知事表彰（永年） 永年勤続職員表彰の該当者の調査について 昭和５９年度 (収)昭59. 7.11 民生部長

3333 3 知事表彰（永年） 昭和59年度静岡県知事表彰について 昭和５９年度 (収)昭59. 5.29 民生部長

3333 4 知事表彰（永年） 永年勤続職員の調査について 昭和５７年度 (収)昭57. 6.15 民生部長

3333 5 知事表彰（永年）
永年勤続（勤続25年、50歳以上）職員の調査につ
いて

昭和５６年度 (収)昭56. 7.22 民生部長

3333 6 知事表彰（永年）
永年勤続（勤続25年、50歳以上）職員の調査につ
いて

昭和５４年度 (収)昭54. 7.18 民生部長

3333 7 知事表彰（永年） 永年勤続職員の調査について 昭和５３年度 (収)昭53. 6.28 民生部長

3333 8 知事表彰（永年） 永年勤続職員表彰者の決定について 昭和５２年度 (収)昭52.10. 1 民生部長

3333 9 知事表彰（永年） 永年勤続表彰職員について 昭和５２年度 (収)昭52. 7. 1 民生部長

3333 10 知事表彰（永年） 永年勤続職員の調査について 昭和５１年度 (収)昭51. 5. 8 社会課長

3333 11 知事表彰（永年） 静岡県職員表彰規程の一部改正について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51. 5. 4 総務部長

3333 12 知事表彰（永年） 永年勤続被表彰者の決定について 昭和５０年度 (収)昭50.10. 2 民生部長

3333 13 知事表彰（永年）
永年勤続（25年以上）職員の調査について（回
答）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.25
(決)昭50. 7.26
(施)昭50. 7.26

老人援護課

3333 14 知事表彰（永年） 永年勤続職員の表彰式について 昭和４９年度 (収)昭49.10.18 民生部長

3333 15 知事表彰（永年）
永年勤続（25年以上）職員の調査について（回
答）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.10
(決)昭49. 8.14
(施)昭49. 8.14

老人援護課

3333 16 知事表彰（永年） 永年勤続（25年以上）職員表彰者の決定について 昭和４８年度 (収)昭48.10.24 社会課長

3333 17 知事表彰（永年）
永年勤続（25年以上）職員の表彰について（内
申）

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 9
(決)昭48. 8.11
(施)昭48. 8.11

老人援護課
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3333 18 知事表彰（永年）
永年勤続（25年以上）職員被表彰者の決定につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 8.31 総務部長

3333 19 知事表彰（永年）
永年勤続（25年以上）職員の表彰について（うか
がい）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.14
(決)昭47. 8.17
(施)昭47. 8.17

援護課

3333 20 知事表彰（永年） 慰霊事業奉仕協力者表彰等について（推せん） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.14
(決)昭47. 8.17
(施)昭47. 8.18

援護課

3333 21 知事表彰（永年）
永年勤続（25年以上）職員被表彰者の決定につい
て

昭和４６年度 (収)昭46. 9.30 総務部長

3333 22 知事表彰（永年）
永年勤続（25年以上）職員の表彰について（内
申）

昭和４６年度
(起)昭46. 8.31
(決)昭46. 9. 2
(施)昭46. 9. 2

援護課

3333 23 知事表彰（永年） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４４年度 (収)昭44. 9. 2 総務部長

3333 24 知事表彰（永年） 表彰について（通知） 昭和４３年度 (収)昭43.10.16 企画調整部長

3333 25 知事表彰（永年） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４３年度 (収)昭43. 9.25 民生労働部長

3333 26 知事表彰（永年）
第16回「中日社会功労賞」受賞候補者推薦につい
て

昭和４３年度 (収)昭43. 6.  中日新聞社

3333 27 知事表彰（永年） 表彰について（通知） 昭和４２年度 (収)昭42.10.25 企画調整部長

3333 28 知事表彰（永年） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４１年度
(起)昭41. 9. 9
(決)昭41. 9. 9

援護課

3333 29 知事表彰（永年） 知事感謝状の授与について 昭和４１年度
(起)昭41.11. 1
(決)昭41.11. 2

援護課

3333 30 知事表彰（永年） 表彰について（通知） 昭和４１年度 (収)昭41.10.  企画調整部長

3333 31 知事表彰（永年） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４０年度
(起)昭40.10.18
(決)昭40.10.19

援護課

3333 32 知事表彰（永年） 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４０年度
(起)昭40. 9.29
(決)昭40. 9.29

援護課

3333 33 知事表彰（永年） 表彰について（通知） 昭和４０年度 (収)昭40.10.21 企画調整部長

3333 34 知事表彰（永年） 永年勤続職員等の表彰について 昭和３９年度 (起)昭39. 9.28 援護課

3333 35 知事表彰（永年） 危篤叙勲の取扱について 昭和３９年度 (収)昭39. 7.28 企画調整部長

3333 36 知事表彰（永年） 紺綬褒章等の授与規準について 昭和３９年度 (収)昭39. 7.28 企画調整部長

3333 37 知事表彰（永年）
「褒章条例第１条の規定に準ずる奇特の行為者に
対する表彰に関する件」の廃止について

昭和３９年度 (収)昭39. 7.28 企画調整部長

3334 1 昭和41年災　主要災害記録 昭和41年災　主要災害記録
建設省河川局防
災課
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3335 1 昭和42年災　主要災害記録 昭和42年災　主要災害記録
建設省河川局防
災課

3336 1 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の廃止につい
て（伺い）

昭和６２年度
(起)昭62. 4.24
(決)昭62. 4.30

水産課

3336 2 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の結果につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 6.23
(決)昭50. 6.25

水産課

3336 3 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の開催につい
て（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.10
(決)昭50. 6.11
(施)昭50. 6.11

水産課

3336 4 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会委員の委嘱に
ついて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.10
(決)昭50. 6.11
(施)昭50. 6.11

水産課

3336 5 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会委員の委嘱に
ついて（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11. 6
(決)昭49.12.14
(施)昭49.12.16

水産課

3336 6 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の結果につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 4.24
(決)昭48. 4.27

水産課

3336 7 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の結果につい
て

昭和４６年度 (起)昭47. 3.18 水産課

3336 8 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭47. 2.23
(決)昭47. 3.10
(施)昭47. 3.10

水産課

3336 9 静岡県漁協合併促進協議会綴 書翰案 昭和４６年度 (起)昭46. 4.16 水産課

3336 10 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の開催につい
て（伺い）

昭和４５年度
(起)昭45.11.21
(決)昭45.11.24
(施)昭45.11.24

水産課

3336 11 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の結果につい
て

昭和４４年度
(起)昭44. 8.28
(決)昭44. 8.30

水産課

3336 12 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の開催につい
て

昭和４４年度
(起)昭44. 8.11
(決)昭44. 8.20
(施)昭44. 8.20

水産課

3336 13 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会委員の委嘱に
ついて

昭和４４年度
(起)昭44. 7.26
(決)昭44. 7.29
(施)昭44. 8. 1

水産課

3336 14 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会委員の委嘱に
ついて

昭和４３年度
(起)昭43. 8.17
(決)昭43. 8.22
(施)昭43. 8.22

水産課

3336 15 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の結果につい
て

昭和４３年度 (起)昭43. 4.19 水産課

3336 16 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の開催につい
て

昭和４３年度
(起)昭43. 4.15
(決)昭43. 4.16
(施)昭43. 4.16

水産課

3336 17 静岡県漁協合併促進協議会綴
第２回漁業協同組合合併促進協議会の開催につい
て

昭和４２年度
(起)昭43. 2. 6
(決)昭43. 2. 9
(施)昭43. 2. 9

水産課

3336 18 静岡県漁協合併促進協議会綴
第２回静岡県漁業協同組合合併促進協議会につい
て

昭和４２年度
(起)昭43. 2.22
(決)昭43. 2.28

水産課

3336 19 静岡県漁協合併促進協議会綴
第１回静岡県漁業協同組合合併促進協議会につい
て

昭和４２年度 (起)昭42. 9.28 水産課

3336 20 静岡県漁協合併促進協議会綴 伺（経済部長挨拶要旨） 昭和４２年度
(起)昭42. 9.25
(決)昭42. 9.27
(施)昭42. 9.27

水産課
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3336 21 静岡県漁協合併促進協議会綴
漁業協同組合合併に関する指導上の基本事項及び
合併計画等について

昭和４２年度 (起)昭42. 9.27 水産課

3336 22 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会の委員就任方
依頼について

昭和４２年度
(起)昭42. 9.16
(決)昭42. 9.20
(施)昭42. 9.20

水産課

3336 23 静岡県漁協合併促進協議会綴
静岡県漁業協同組合合併促進協議会設置並びに同
委員の委嘱について伺い

昭和４２年度 (起)昭42. 9.16 水産課

3337 1 県庁東館構造計算書 県庁東館構造計算書 昭和４３年度
日建設計工務株
式会社 ○

3338 1
家畜育成公社運営改善関係綴　
No.４

第23回家畜人工授精師養成講習会の開催について 昭和４５年度 (施)昭45. 8.15 畜産課

3338 2
家畜育成公社運営改善関係綴　
No.４

第８回乳牛育成共進会とせり名簿 昭和４５年度
静岡県経済連袋
井常設家畜市場

3338 3
家畜育成公社運営改善関係綴　
No.４

駿東哺乳場の業務運営指導について（伺い） 昭和４５年度 (起)昭45. 8. 4 畜産課

3338 4
家畜育成公社運営改善関係綴　
No.４

家畜共同育成事業推進打合会の開催について 昭和４５年度 (起)昭45. 7.13 畜産課

3339 1
昭和45年主要死因別訂正死亡率
（人口動態統計特殊報告）

昭和45年主要死因別訂正死亡率（人口動態統計特
殊報告）

昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3340 1
特定死因の死亡者数（性・保健
所・市町村別）

特定死因の死亡者数（性・保健所・市町村別） 昭和４５年度 医務課 ○

3341 1
昭和45年厚生統計地域傾向精密調
査

昭和45年厚生統計地域傾向精密調査 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3342 1
昭和45年度職業・産業別人口動態
統計

昭和45年度　職業・産業別人口動態統計 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3343 1
昭和45年度人口動態社会経済面調
査報告（出生）

昭和45年度　人口動態社会経済面調査報告（出
生）

昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3344 1
昭和44年度人口動態社会経済面調
査報告（高齢者死亡）

昭和44年度　人口動態社会経済面調査報告（高齢
者死亡）

昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3345 1
昭和39年度人口動態社会経済面調
査報告（出生および死産）

昭和39年度　人口動態社会経済面調査報告（出生
および死産）

昭和３９年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3346 1 昭和44年厚生行政基礎調査報告 昭和44年　厚生行政基礎調査報告 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3347 1 昭和45年厚生行政基礎調査報告 昭和45年　厚生行政基礎調査報告 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3348 1 昭和45年保健所運営報告 昭和45年　保健所運営報告 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3349 1
昭和45年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

昭和45年　衛生行政業務報告（厚生省報告例） 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3350 1 昭和45年医療施設調査 昭和45年　医療施設調査 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3351 1
昭和44年医師・歯科医師・薬剤師
調査報告

昭和44年　医師・歯科医師・薬剤師調査報告 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○
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3352 1
昭和45年医師・歯科医師・薬剤師
調査報告

昭和45年　医師・歯科医師・薬剤師調査報告 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3353 1 昭和44年度社会医療調査報告 昭和44年度　社会医療調査報告 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3354 1 昭和45年度社会医療調査報告 昭和45年度　社会医療調査報告 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3355 1 昭和44年国民健康調査 昭和44年　国民健康調査 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3356 1 昭和45年国民健康調査 昭和45年　国民健康調査 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3357 1 昭和44年患者調査 昭和44年　患者調査 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3358 1 昭和45年患者調査 昭和45年　患者調査 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3359 1 昭和44年優生保護統計報告 昭和44年　優生保護統計報告 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3360 1 昭和45年優生保護統計報告 昭和45年　優生保護統計報告 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3361 1 昭和45年伝染病および食中毒統計 昭和45年　伝染病及び食中毒統計 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3362 1 昭和44年保健衛生基礎調査報告 昭和44年　保健衛生基礎調査報告 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3363 1 昭和45年保健衛生基礎調査報告 昭和45年　保健衛生基礎調査報告 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部 ○

3364 1 静岡県交通安全対策協議会 交通安全対策協議会幹事の異動について 昭和４５年度 (収)昭45. 4.15 静岡地方検察庁

3364 2 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会役員の委嘱がえについ
て（依頼）

昭和４５年度
(起)昭45. 4.16
(決)昭45. 4.16

交通安全対策室

3364 3 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会参与および幹事の承諾
依頼と委嘱について

昭和４７年度 (起)昭47. 5. 6 交通安全対策室

3364 4 静岡県交通安全対策協議会 交通安全対策協議会幹事の異動について 昭和４８年度 (収)昭48. 4.11 静岡地方検察庁

3364 5 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会幹事の委嘱について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 2
(決)昭48. 4. 3
(施)昭48. 4. 9

交通安全対策室

3364 6 静岡県交通安全対策協議会 交通安全対策協議会役員の異動について 昭和４８年度 (収)昭48.11.30 静岡地方検察庁

3364 7 静岡県交通安全対策協議会 交通安全対策協議会参与の異動について 昭和４９年度 (収)昭50. 2. 7 静岡地方検察庁

3364 8 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会協賛機関の追加加盟に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 3.31
(決)昭50. 4. 2
(施)昭50. 4. 2

交通安全対策室

3364 9 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策組織の委員及び幹事の委嘱に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10
(施)昭50. 4.11

交通安全対策室

178 ページ



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

3364 10 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会協賛機関の追加加盟に
ついて

昭和４９年度
(起)昭50. 2.25
(決)昭50. 2.25
(施)昭50. 2.27

交通安全対策室

3364 11 静岡県交通安全対策協議会 役員の異動について 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 5
日本国有鉄道静
岡鉄道管理局長

3364 12 静岡県交通安全対策協議会 交通安全対策協議会幹事の異動について 昭和５０年度 (収)昭51. 3.31 静岡地方検察庁

3364 13 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会参与の異動について 昭和５１年度 (収)昭51. 7.14 静岡地方検察庁

3364 14 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会に対する協力方につい
て

昭和５１年度
(起)昭52. 3.16
(決)昭52. 3.18
(施)昭52. 3.22

交通安全対策室

3364 15 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策組織の幹事の委嘱について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.26 交通安全対策室

3364 16 静岡県交通安全対策協議会 各種審議会等の委員の委嘱替えについて 昭和５２年度 (起)昭52. 8.10 交通安全対策室

3364 17 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会幹事の異動について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.22 静岡地方検察庁

3364 18 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会参与の異動について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 9 静岡地方検察庁

3364 19 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会の参与の委嘱替えにつ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 7.21
(決)昭53. 7.21
(施)昭53. 7.24

交通安全対策室

3364 20 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会協賛機関の追加加盟に
ついて

昭和５３年度 (起)昭53. 7.17 交通安全対策室

3364 21 静岡県交通安全対策協議会 各種審議会等の委員の委嘱替えについて 昭和５４年度 (収)昭54. 5. 2 県議会事務局長

3364 22 静岡県交通安全対策協議会 各種審議会等の委員の委嘱替えについて 昭和５４年度 (起)昭54. 5.14 交通安全対策室

3364 23 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会参与の異動について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.22 静岡地方検察庁

3364 24 静岡県交通安全対策協議会 東京通商産業局総務部長の異動について 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 1
東京通商産業局
長

3364 25 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会幹事の異動について 昭和５４年度 (収)昭55. 3.27 静岡地方検察庁

3364 26 静岡県交通安全対策協議会 各種審議会等の委員の委嘱替えについて 昭和５５年度 (収)昭55. 7.22 県議会事務局長

3364 27 静岡県交通安全対策協議会 各種審議会等の委員の委嘱替えについて 昭和５５年度
(起)昭55. 7.23
(決)昭55. 7.23
(施)昭55. 7.24

交通安全対策室

3364 28 静岡県交通安全対策協議会 各種審議会等の委員の委嘱替えについて 昭和５５年度 (起)昭55. 8.15 交通安全対策室

3364 29 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会参与の異動について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.18 静岡地方検察庁

3364 30 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会幹事の異動について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.28 静岡地方検察庁
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3364 31 静岡県交通安全対策協議会 連合会の名称変更について（お知らせ） 昭和５６年度 (収)昭57. 3.11
静岡県安全運転
管理協議会連合
会長

3364 32 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会参与の委嘱替えについ
て

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 3
(決)昭57. 8. 3

交通安全対策室

3364 33 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会参与の異動について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 6 静岡地方検察庁

3364 34 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策会議及び対策協議会幹事の委
嘱（任命）換えについて

昭和５８年度 (起)昭58. 4.25 交通安全対策室

3364 35 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会幹事の変更について 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6 静岡地方検察庁

3364 36 静岡県交通安全対策協議会 会長の変更について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.11
静岡県通運業連
盟会長

3364 37 静岡県交通安全対策協議会 審議会等委員の推せんについて 昭和５８年度 (収)昭58. 6.20 静岡県議会議長

3364 38 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会参与の委嘱替えについ
て

昭和５８年度 (起)昭58. 6.  交通対策課

3364 39 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会幹事の変更について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.16 静岡地方検察庁

3364 40 静岡県交通安全対策協議会 審議会等委員の推せんについて 昭和５８年度 (収)昭58. 8.23 静岡県議会議長

3364 41 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会参与の異動について
（通知）

昭和５９年度 (収)昭59. 6. 8 静岡地方検察庁

3364 42 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会参与の異動について
（通知）

昭和６０年度 (収)昭60.12. 2 静岡地方検察庁

3364 43 静岡県交通安全対策協議会 会長の変更について 昭和６１年度 (収)昭61. 6. 7
静岡県通運業連
盟会長

3364 44 静岡県交通安全対策協議会 各種審議会等委員の委嘱替えについて 昭和６０年度 (収)昭60. 6.18 議会事務局長

3364 45 静岡県交通安全対策協議会
静岡県交通安全対策協議会参与の委嘱替えについ
て

昭和６２年度
(起)昭62. 6.29
(決)昭62. 7. 1
(施)昭62. 7. 2

交通対策課

3364 46 静岡県交通安全対策協議会
「静岡県交通安全対策協議会」参与および幹事の
推薦について

昭和６２年度
(起)昭62.11. 5
(決)昭62.11. 8
(施)昭62.11. 9

交通対策課

3364 47 静岡県交通安全対策協議会
「静岡県交通安全対策協議会」参与の委嘱につい
て

昭和６２年度 (起)昭62.12. 9 交通対策課

3364 48 静岡県交通安全対策協議会 職員の異動について（通知） 昭和６２年度 (収)昭63. 2.16
静岡家庭裁判所
長

3364 49 静岡県交通安全対策協議会
「静岡県交通安全対策協議会」参与の委嘱及び参
与の解嘱議員に対する礼状の送付について

昭和６３年度 (起)昭63. 7.  交通対策課

3364 50 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会幹事の推薦について 昭和６３年度 (収)昭63. 4.28
静岡家庭裁判所
長
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3364 51 静岡県交通安全対策協議会 静岡県交通安全対策協議会参与への就任について 昭和６３年度 (収)昭63. 4.28
静岡家庭裁判所
長

3364 52 静岡県交通安全対策協議会
「静岡県交通安全対策協議会」参与・幹事の就任
方依頼について

平成　元年度 (起)平 1. 5.18 交通対策課

3364 53 静岡県交通安全対策協議会
「静岡県交通安全対策協議会」参与の委嘱替えに
ついて

平成　元年度 (起)平 1. 7.19 交通対策課

3364 54 静岡県交通安全対策協議会
公文書開示制度の実施と行政資料等の提供につい
て（依頼）

平成　元年度 (収)平 1. 8.16 県総務部長

3364 55 静岡県交通安全対策協議会
「春の交通安全運動推進キャンペーン」“交通標
語”大募集

平成　元年度 (収)平 2. 2. 2
静岡リビング新
聞社

3364 56 静岡県交通安全対策協議会
全日本運輸一般労働組合静岡地方本部からの交通
問題に関する要請書の提出について

平成　元年度 (起)平 2. 3.29 交通対策課

3364 57 静岡県交通安全対策協議会 書類の回送について（伺い） 平成　２年度 (起)平 2. 4.19 交通対策課

3364 58 静岡県交通安全対策協議会
「静岡県交通安全対策協議会」参与の委嘱替えに
ついて（伺い）

平成　２年度 (起)平 2. 7.13 交通対策課

3365 1 公有財産契約関係綴
城濠用水土地改良区所有地の購入並びに県有地払
下げについて（経過）

3365 2 公有財産契約関係綴 県有地売却予定地の要望について 昭和５４年度 (起)昭54. 9. 3 総務課

3365 3 公有財産契約関係綴
静岡総合庁敷地及び城濠用水土地改良区有地の売
買に関する打合せ

昭和５４年度 (起)昭54. 6. 8 総務課

3365 4 公有財産契約関係綴 現在までの経過について（昭和54年２月３日） 昭和５３年度

3365 5 公有財産契約関係綴
城濠用水土地改良区からの要望書にかかる処理に
ついて

昭和５２年度 (収)昭53. 3. 9 総務部長

3365 6 公有財産契約関係綴
静岡総合庁舎敷地の土地分筆登記嘱託書の調整並
びに静岡地方法務局に対する申請について（伺）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 3
(決)昭54. 2.16
(施)昭54. 2.16

総務課

3365 7 公有財産契約関係綴 国有財産の使用について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.27
(決)昭54. 1.29
(施)昭54. 1.29

総務課

3365 8 公有財産契約関係綴 市有財産賃貸借契約の更新について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 6
(決)昭54. 3. 7
(施)昭54. 3. 7

総務課

3365 9 公有財産契約関係綴 土地の賃貸借契約について（供覧） 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5. 6

総務課

3365 10 公有財産契約関係綴 土地の賃貸借契約について（供覧） 昭和５２年度 (起)昭52. 8. 9 総務課

3365 11 公有財産契約関係綴 土地の賃貸借契約について（供覧） 昭和５１年度 (起)昭51.10.22 総務課

3365 12 公有財産契約関係綴 土地の賃貸借について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.  総務課

3365 13 公有財産契約関係綴 土地の賃貸借について（申請） 昭和５１年度 (起)昭51. 4.  総務課
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3365 14 公有財産契約関係綴 土地賃貸借契約について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 1 総務課

3365 15 公有財産契約関係綴 土地賃貸借契約について 昭和４４年度 (起)昭44. 4.  総務課

3365 16 公有財産契約関係綴 城濠用水路の占有について（申請） 昭和４７年度 (起)昭48. 2. 5 総務課

3365 17 公有財産契約関係綴 土地賃貸借契約の変更契約について（供覧） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.15 総務課

3365 18 公有財産契約関係綴 土地賃貸借契約の変更契約について（伺） 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 9
(決)昭53. 3.10

総務課

3365 19 公有財産契約関係綴 土地賃貸借契約の変更契約書について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.19
(決)昭50. 3.27

総務課

3365 20 公有財産契約関係綴 土地賃貸借契約について（供覧） 昭和４４年度 (起)昭45. 2.20 総務課

3365 21 公有財産契約関係綴 不動産賃貸借契約書の送付について 昭和４０年度
(起)昭40. 7. 2
(決)昭40. 7. 3

総務課

3365 22 公有財産契約関係綴 城濠埋立地使用料値上げについて 昭和３９年度
(起)昭39. 8.26
(決)昭39. 8.27
(施)昭39. 8.27

総務課

3365 23 公有財産契約関係綴 庁舎玄関前の通路（借地）地下について（供覧） 昭和５２年度 (起)昭52. 8.  総務課

3365 24 公有財産契約関係綴 城濠埋立地使用料値上げについて（進達） 昭和４３年度
(起)昭44. 3.26
(決)昭44. 3.26

総務課

3365 25 公有財産契約関係綴 公有財産実地調査に伴う処理状況について 昭和５２年度 (施)昭53. 3.30 総務課

3365 26 公有財産契約関係綴 境界確定協議書の締結について（供覧） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.15 総務課

3365 27 公有財産契約関係綴
静岡総合庁舎敷地と城濠用水土地改良区有地との
境界確認に伴う境界確定協議について（伺）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 8
(決)昭53. 3. 9

総務課

3365 28 公有財産契約関係綴
城濠用水土地改良区からの要望書にかかる処理に
ついて

昭和５２年度 (収)昭53. 3. 9 総務部長

3365 29 公有財産契約関係綴
城濠用水土地改良区からの要望書について（副
申）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 1
(決)昭53. 3. 7
(施)昭53. 3. 7

総務課

3365 30 公有財産契約関係綴
静岡総合庁舎敷地と城濠用水土地改良区有地との
境界確認について（伺）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 1
(決)昭53. 3. 7

総務課

3365 31 公有財産契約関係綴
県有地と城濠用水土地改良区区有地との境界確認
に伴なう打合せ会開催について

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 6
(決)昭53. 2. 6
(施)昭53. 2. 6

総務課

3365 32 公有財産契約関係綴
県有地と城濠用水土地改良区との境界確定協議に
ついて（供覧）

昭和５２年度 (起)昭53. 2. 6 総務課

3365 33 公有財産契約関係綴 土地の境界について（供覧） 昭和５２年度 (決)昭52.12.10 総務課

3365 34 公有財産契約関係綴
総合庁舎裏門通路の橋梁架替工事施工承認につい
て

昭和５２年度 (収)昭52.10. 4 静岡市長
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3365 35 公有財産契約関係綴 橋梁工事施工承認申請及び協議について（伺） 昭和５２年度 (起)昭52. 9.29 総務課

3365 36 公有財産契約関係綴
静岡総合庁舎敷地と共同ビル建設地との境界等に
ついて（供覧）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.  
(決)昭51. 9.28

総務課

3366 1 温泉許可指令番号綴 昭和43年度許可番号 昭和４３年度

3366 2 温泉許可指令番号綴 昭和44年度許可番号 昭和４４年度

3366 3 温泉許可指令番号綴 昭和45年度許可番号 昭和４５年度

3366 4 温泉許可指令番号綴 昭和46年度許可番号 昭和４６年度

3366 5 温泉許可指令番号綴 昭和47年度許可番号 昭和４７年度

3366 6 温泉許可指令番号綴 昭和48年度許可番号 昭和４８年度

3366 7 温泉許可指令番号綴 昭和49年度許可番号 昭和４９年度

3366 8 温泉許可指令番号綴 昭和50年度許可番号 昭和５０年度

3366 9 温泉許可指令番号綴 昭和51年度許可番号 昭和５１年度

3366 10 温泉許可指令番号綴 昭和52年度許可番号 昭和５２年度

3366 11 温泉許可指令番号綴 昭和53年度許可番号 昭和５３年度

3366 12 温泉許可指令番号綴 昭和54年度許可番号 昭和５４年度

3366 13 温泉許可指令番号綴 昭和55年度許可番号 昭和５５年度

3366 14 温泉許可指令番号綴 昭和56年度許可番号 昭和５６年度

3367 1
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

土地各筆調書 昭和５８年度

3367 2
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

固定資産税額及び都市計画税額について（回答） 昭和５８年度 (収)昭58. 9.10 静岡市長

3367 3
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

固定資産税額（含都市計画税）の照会について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.30
(決)昭58. 8.31

総務課

3367 4
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

不動産鑑定評価書 昭和５６年度 (収)昭56.11. 6
東海不動産鑑定
所

3367 5
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

草薙運動場西門西側の民有地の鑑定評価の依頼に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56.10.29 総務課
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3367 6
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

南幹線栗原地内の用地取得について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 3 総務課

3367 7
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

南幹線栗原地内の用地取得について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.20
(決)昭56. 2.21

総務課

3367 8
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

土地売買契約書（栗原260－11）

3367 9
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

土地売買契約書（栗原264-3）

3367 10
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

土地売買契約書（栗原265-3）

3367 11
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

土地地積訂正の承認について 昭和４０年度 (起)昭41. 3.19 総務課

3367 12
不動産関係綴（静岡県草薙総合運
動場西門西側）

草薙運動場児童公園用地買収について 昭和４１年度 (起)昭42. 3.10 計画課

3368 1
土地改良区設立認可（島田市岸第
２土地改良区）

土地改良区設立認可について 昭和４４年度
(起)昭44. 5. 8
(決)昭44. 5.13
(施)昭44. 5.13

団体営事業課

3368 2
土地改良区設立認可（島田市岸第
２土地改良区）

土地改良区の設立について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.15
(決)昭44. 3.20

土地改良第２課

3369 1
1970　農林業センサス　農家調査
報告書　-生産手段編-

1970農林業センサス　農家調査報告書　-生産手
段編-

昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○

3370 1
1970　農林業センサス　農家調査
報告書　-農家・人口編-

1970農林業センサス　農家調査報告書　-農家・
人口編-

昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○

3371 1
1970　農林業センサス　林業調査
報告書

1970農林業センサス　林業調査報告書 昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○

3372 1
1970　農林業センサス　就業構造
統計報告書

1970農林業センサス　就業構造統計報告書 昭和４５年度
農林省統計情報
部 ○

3373 1
1970　農林業センサス　経営部門
別農家統計報告書　-畜産・養蚕
編-

1970農林業センサス　経営部門別農家統計報告書　
-畜産・養蚕編-

昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○

3374 1
1970　農林業センサス　専兼業別
農家統計報告書

1970農林業センサス　専兼業別農家統計報告書 昭和４５年度
農林省統計情報
部 ○

3375 1
1970　農林業センサス　農家以外
の農業事業体調査報告書

1970農林業センサス　農家以外の農業事業体調査
報告書

昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○

3376 1
1970　農林業センサス　地域・地
帯別林家調査報告書

1970農林業センサス　地域・地帯別林家調査報告
書

昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○

3377 1
1970　農林業センサス　農業構造
動態統計報告書　-基礎統計編-

1970農林業センサス　農業構造動態統計報告書　
-基礎統計編-

昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○

3378 1
1970　農林業センサス　農業構造
動態統計報告書　-事後調査・規
模拡大農家編-

1970農林業センサス　農業構造動態統計報告書　
-事後調査・規模拡大農家編-

昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○

3379 1
1970　農林業センサス　農業構造
動態統計報告書　-事後調査・規
模縮小農家編-

1970農林業センサス　農業構造動態統計報告書　
-事後調査・規模縮小農家編-

昭和４５年度
農林省統計調査
部 ○
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3380 1
1970　農林業センサス　日本農業
地図

1970農林業センサス　日本農業地図 昭和４５年度
農林省統計情報
部 ○

3381 1 舗装現況図 舗装現況図　昭和60年４月１日現在 昭和６０年度 道路維持課

3381 2 舗装現況図 舗装現況図　昭和59年４月１日現在 昭和５９年度 道路維持課

3381 3 舗装現況図 舗装現況図　昭和58年４月１日現在 昭和５８年度 道路維持課

3381 4 舗装現況図 舗装現況図　昭和57年４月１日現在 昭和５７年度 道路維持課

3381 5 舗装現況図 舗装現況図　昭和56年４月１日現在 昭和５６年度 道路維持課

3381 6 舗装現況図 舗装現況図　昭和55年４月１日現在 昭和５５年度 道路維持課

3381 7 舗装現況図 舗装現況図　昭和54年４月１日現在 昭和５４年度 道路維持課

3381 8 舗装現況図 舗装現況図　昭和53年４月１日現在 昭和５３年度 道路維持課

3381 9 舗装現況図 舗装現況図　昭和52年４月１日現在 昭和５２年度 道路維持課

3381 10 舗装現況図 舗装現況図　昭和51年３月31日現在 昭和５０年度 道路維持課

3381 11 舗装現況図 舗装現況図　昭和50年３月31日現在 昭和４９年度 道路維持課

3381 12 舗装現況図 舗装現況図　昭和49年３月31日現在 昭和４８年度 道路維持課

3381 13 舗装現況図 舗装現況図　昭和48年３月31日現在 昭和４７年度 道路維持課

3381 14 舗装現況図 舗装現況図　昭和47年３月31日現在 昭和４６年度 道路維持課

3381 15 舗装現況図 舗装現況図　昭和46年３月31日現在 昭和４５年度 道路維持課

3381 16 舗装現況図 舗装現況図　昭和45年３月31日現在 昭和４４年度 道路維持課

3381 17 舗装現況図 舗装現況図　昭和44年３月31日現在 昭和４３年度 道路維持課

3382 1
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城放牧場牧道敷）無償貸付契約（継
続）の締結について

平成　元年度
(起)平 1. 4.11
(決)平 1. 4.13

畜産課

3382 2
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城放牧場牧道敷）無償貸付契約（継
続）の締結について

平成　元年度
(起)平 1. 4.10
(決)平 1. 4.10
(施)平 1. 4.10

畜産課

3382 3
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城育成放牧場）貸付（継続）申請に
ついて（伺い）

昭和６３年度
(起)平 1. 1.12
(決)平 1. 1.19
(施)平 1. 1.19

畜産課
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3382 4
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野の貸付契約について（天城牧場牧道敷、
無償貸付）

昭和５９年度 (起)昭59. 4.26 畜産課

3382 5
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城育成放牧場）貸付（継続）申請に
ついて（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.23
(決)昭59. 1.28

畜産課

3382 6
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付契約（継続）の締結について（伺
い）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.24
(決)昭59. 2.28
(施)昭59. 2.28

畜産課

3382 7
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城放牧場）貸借契約の締結について
（供覧）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4. 8
(施)昭57. 4. 8

畜産課

3382 8
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城放牧場）貸付契約（継続）の締結
について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.29

畜産課

3382 9
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城育成放牧場）貸付（継続）申請に
ついて（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 1
(決)昭57. 2. 9
(施)昭57. 2. 9

畜産課

3382 10
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城放牧場）貸借契約の締結について
（供覧）

昭和５４年度 (起)昭54. 4. 6 畜産課

3382 11
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城放牧場）貸付契約（継続）の締結
について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.15
(施)昭54. 3.20

畜産課

3382 12
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城放牧場）継続無償貸付契約の締結
について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.15
(施)昭54. 3.20

畜産課

3382 13
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城育成放牧場）貸付（継続）申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度 (起)昭54. 1.11 畜産課

3382 14
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（天城育成放牧場）貸付（継続）申請に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.11
(施)昭54. 1.17

畜産課

3382 15
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野（土地）貸付地の売払い促進について
（回答）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 3
(施)昭53.10. 5

畜産課

3382 16
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸借契約の締結について（供覧） 昭和５１年度 (起)昭51. 4. 9 畜産課

3382 17
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付契約（継続）の締結について（うか
がい）

昭和５０年度 (起)昭51. 3.29 畜産課

3382 18
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野継続貸付申請について（うかがい） 昭和５０年度 (起)昭51. 1.13 畜産課

3382 19
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸借契約の締結について（供覧） 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 4 畜産課

3382 20
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付契約（継続）の締結について（うか
がい）

昭和４９年度 (起)昭50. 3.20 畜産課

3382 21
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付（継続）申請について（うかがい） 昭和４９年度 (起)昭50. 1.18 畜産課

3382 22
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸借契約の締結について（供覧） 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4. 8

畜産課

3382 23
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野無償貸付契約の締結について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.27
(施)昭49. 3.27

畜産課

3382 24
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付（継続）申請について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.12.24
(決)昭48.12.27
(施)昭49. 1. 5

畜産課
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3382 25
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸借契約の締結について（供覧） 昭和４４年度 (起)昭44. 4.  畜産課

3382 26
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付契約の締結について（うかがい） 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 1
(決)昭44. 4. 1

畜産課

3382 27
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野内貸付（借受）地の継続申請について 昭和４３年度 (起)昭44. 1.30 畜産課

3382 28
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野継続有償貸付変更契約書の供覧について 昭和４８年度 (起)昭48. 4. 6 畜産課

3382 29
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野有償貸付変更契約の締結について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.26
(決)昭48. 3.29
(施)昭48. 3.29

畜産課

3382 30
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸借契約の締結について（供覧） 昭和４７年度 (起)昭47. 8.18 畜産課

3382 31
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

予算の事前執行について（うかがい） 昭和４７年度 (起)昭47. 8. 7 畜産課

3382 32
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付（継続）申請について（うかがい） 昭和４６年度
(起)昭46.12.18
(決)昭46.12.22
(施)昭46.12.23

畜産課

3382 33
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸借契約の締結について（供覧） 昭和４４年度 (起)昭44. 4.  畜産課

3382 34
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付（継続）申請について（うかがい） 昭和４６年度
(起)昭46.12.18
(決)昭46.12.22
(施)昭46.12.23

畜産課

3382 35
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付（継続）申請について（うかがい） 昭和４６年度
(起)昭46.12.18
(決)昭46.12.22
(施)昭46.12.23

畜産課

3382 36
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

契約書の供覧について 昭和４５年度 (起)昭45. 4. 1 畜産課

3382 37
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付地の利用計画一部変更承認申請につ
いて（うかがい）

昭和４５年度 (起)昭45. 9.24 畜産課

3382 38
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付契約の締結について 昭和４４年度
(起)昭44. 4. 1
(決)昭44. 4. 1

畜産課

3382 39
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野内貸付（借受）地の継続申請について 昭和４３年度 (起)昭44. 1.30 畜産課

3382 40
天城営林署（継続）国有林野貸付
契約書

国有林野貸付契約の変更申請について 昭和４３年度 (起)昭44. 3.24 畜産課

3383 1
静岡県人事関係法規集　追録No.
６

静岡県人事関係法規集　追録No.６ 昭和４１年度

3384 1
静岡県人事関係法規集　追録No.
７

静岡県人事関係法規集　追録No.７ 昭和４２年度

3385 1
静岡県人事関係法規集　追録No.
８

静岡県人事関係法規集　追録No.８ 昭和４３年度

3386 1
静岡県人事関係法規集　追録No.
９

静岡県人事関係法規集　追録No.９ 昭和４４年度

3387 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.10

静岡県人事関係法規集　追録No.10 昭和４５年度
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3388 1 県営住宅取扱要領通達等
収入超過者及び高額所得者に対する取扱要領につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46.12.10
(決)昭46.12.22
(施)昭46.12.22

住宅課

3388 2 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅の入居申込者受付に係る退職予定者の取
扱いについて

平成　５年度
(起)平 5.11. 1
(決)平 5.11. 4
(施)平 5.11. 4

住宅課

3388 3 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅駐車場使用申込者の認定について 平成　４年度
(起)平 4. 7. 2
(決)平 4. 7. 3
(施)平 4. 7. 3

住宅課

3388 4 県営住宅取扱要領通達等
「公営住宅への単身入居に係る規定の運用につい
て」の一部改正について（通知）

平成　３年度
(起)平 3. 7. 3
(決)平 3. 7. 9
(施)平 3. 7. 9

住宅課

3388 5 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅団地内の児童遊園等の安全管理の強化に
ついて

平成　３年度
(起)平 3. 5. 1
(決)平 3. 5. 2
(施)平 3. 5. 2

住宅課

3388 6 県営住宅取扱要領通達等
「県営住宅無断退去者の取扱い要領」の制定につ
いて

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 9
(決)昭62. 3.31
(施)昭62. 3.31

住宅課

3388 7 県営住宅取扱要領通達等
「県営住宅家賃滞納による住宅明渡し等請求訴訟
対象者選定基準」の制定について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 2. 1
(施)昭61. 2. 1

住宅課

3388 8 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅家賃の過納の修正について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.18
(決)昭61. 5. 9
(施)昭61. 5. 9

住宅課

3388 9 県営住宅取扱要領通達等
新規県営住宅の募集にかかる受付の資格審査書類
について

昭和５９年度
(起)昭59.12.13
(決)昭59.12.14
(施)昭59.12.14

住宅企画課

3388 10 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅入居関係事務取扱要領の一部改正につい
て

昭和５９年度
(起)昭59.10.27
(決)昭59.10.31
(施)昭59.10.31

住宅企画課

3388 11 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅入居者の無断退去について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 9
(決)昭58. 9.16
(施)昭58. 9.16

住宅企画課

3388 12 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅建替事業に伴う再入居者の取扱い及び家
賃の減免について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 1
(施)昭57. 4. 1

住宅企画課

3388 13 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅入居者の修繕及び負担範囲について 昭和４４年度
(起)昭44.11.  
(決)昭44.11.  

住宅課

3388 14 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅建替事業に伴う事務要領の制定について
（伺い）

住宅企画課

3388 15 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅の附帯施設等にかかる入居者の費用負担
について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 5
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.14

住宅企画課

3388 16 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅の附帯施設等に係る入居者の費用負担に
ついて（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54. 7.10 住宅企画課

3388 17 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅平島団地汚水処理施設の修繕費及び汚水
処理費の負担について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.19
(決)昭54. 3.22
(施)昭54. 3.23

住宅企画課

3388 18 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅やよい団地汚水処理施設の維持管理費の
負担について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.12
(決)昭54. 3.13
(施)昭54. 3.13

住宅企画課

3388 19 県営住宅取扱要領通達等
「駐車場に関する事務取扱い要領」の一部改正に
ついて

昭和５３年度
(起)昭54. 2.26
(決)昭54. 2.26
(施)昭54. 2.27

住宅企画課

3388 20 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅やよい団地汚水処理施設電気料の円高差
益還元について

昭和５３年度
(起)昭53.10.17
(決)昭53.10.17
(施)昭53.10.17

住宅企画課

3388 21 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅やよい団地汚水処理施設の電気料負担に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 8.16
(決)昭53. 8.21
(施)昭53. 8.21

住宅企画課
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3388 22 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅の入居資格について（公営住宅からの住
み替え）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 6
(決)昭54. 2. 7
(施)昭54. 2. 8

住宅企画課

3388 23 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅高山及び平島団地汚水処理施設の修繕費
及び汚水処理費の負担について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.19
(決)昭53. 6.27
(施)昭53. 6.27

住宅企画課

3388 24 県営住宅取扱要領通達等
公営住宅法第22条第１項第４，５号及び県営住宅
管理条例第15条の４の疑義について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.31
(決)昭53. 3.31
(施)昭53. 3.31

住宅企画課

3388 25 県営住宅取扱要領通達等
共同施設に係る入居者の費用負担について（伺
い）

昭和５３年度 (起)昭53. 4.19 住宅企画課

3388 26 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅集会所使用要領の一部改正について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.28
(決)昭53. 3. 1
(施)昭53. 3. 1

住宅企画課

3388 27 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅管理条例及び同施行規則の一部改正につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(決)昭49. 5. 8
(施)昭49. 5. 8

住宅企画課

3388 28 県営住宅取扱要領通達等 公営住宅の家賃について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.22 住宅課

3388 29 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅管理状況速報について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 4
(決)昭49. 2. 7
(施)昭49. 2. 7

住宅課

3388 30 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅修繕費負担区分について 昭和４９年度
(起)昭49. 1.31
(決)昭49. 3.31
(施)昭49. 4.11

住宅課

3388 31 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅修繕実施基準の定めについて 昭和４９年度
(起)昭49. 1.31
(決)昭49. 3.25
(施)昭49. 4.11

住宅課

3388 32 県営住宅取扱要領通達等 管理事務取扱上の問題点について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.10
(決)昭49. 9.18
(施)昭49. 9.18

住宅企画課

3388 33 県営住宅取扱要領通達等 公営住宅管理上の疑問点について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.15
(決)昭48. 9. 8
(施)昭48. 9.11

住宅課

3388 34 県営住宅取扱要領通達等
公営住宅の特定入居並びに優先入居の取扱いにつ
いて

昭和４８年度
(起)昭49. 3.15
(決)昭49. 3.16
(施)昭49. 3.20

住宅課

3388 35 県営住宅取扱要領通達等 公営住宅の譲渡について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.26
(決)昭48. 4.28
(施)昭48. 5. 1

住宅課

3388 36 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅居住者の事故防止について 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 6
(決)昭47. 7. 6
(施)昭47. 7. 6

住宅課

3388 37 県営住宅取扱要領通達等 修理費負担額承認書の様式について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.19

住宅課

3388 38 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅使用料滞納整理票（債権管理簿）につい
て（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.25
(決)昭47. 9. 1
(施)昭47. 9.28

住宅課

3388 39 県営住宅取扱要領通達等
「県営住宅管理連絡事務の手引き」等の送付につ
いて

昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.29

住宅課

3388 40 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅監理員設置要綱について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.10
(決)昭47. 3.28

住宅課

3388 41 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅管理連絡事務取扱要領について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.28

住宅課

3388 42 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅集会所使用要領について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭46. 3.29
(決)昭46. 3.31
(施)昭46. 3.31

住宅課
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3388 43 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅管理事務取扱い要領について（通達） 昭和４５年度
(起)昭46. 1.30
(決)昭46. 2.16
(施)昭46. 2.16

住宅課

3388 44 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅退去者の修繕負担区分について 昭和４４年度
(起)昭44.10. 9
(決)昭44.10.18
(施)昭44.10.20

住宅課

3388 45 県営住宅取扱要領通達等 県営住宅入居者が負担する修繕の誓約について 昭和４４年度
(起)昭44.11.19
(決)昭44.11.20
(施)昭44.11.21

住宅課

3388 46 県営住宅取扱要領通達等
県営住宅の修繕等に関して入居者の費用負担義務
とすべき事項について

昭和４２年度
(起)昭42.10. 3
(決)昭42.10. 6
(施)昭42.10. 6

住宅課

3388 47 県営住宅取扱要領通達等 公営住宅の増築等について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.19
(決)昭42. 9.20
(施)昭42. 9.21

住宅課

3389 1 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金単位面積当たり貸付金の上限基準
額等の改正について

昭和６３年度
(起)昭63. 8. 9
(決)昭63. 8.12

農政課

3389 2 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金単位面積当たり貸付金の上限基準
額等の改正について（伺）

昭和６２年度
(起)昭63. 3.23
(決)昭63. 3.25
(施)昭63. 3.25

農政課

3389 3 自作農関係資金例規綴
自作農維持資金（災害資金）の運用の適正化のた
めの実地調査結果報告書について

昭和６２年度
(起)昭63. 2.26
(決)昭63. 2.29
(施)昭63. 2.29

農政課

3389 4 自作農関係資金例規綴
自作農維持資金（災害資金）の運用の適正化につ
いて

昭和６２年度
(起)昭63. 1.18
(決)昭63. 1.19
(施)昭63. 1.19

農政課

3389 5 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金、未墾地取得資金貸付適格認定審
査一覧表の一部変更について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 3
(決)昭59. 9. 4
(施)昭59. 9. 4

農政課

3389 6 自作農関係資金例規綴
自作農維持資金（経営再建整備資金）貸付適格認
定審査一覧表の様式変更について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.12. 1
(決)昭58.12. 5
(施)昭58.12. 6

農政課

3389 7 自作農関係資金例規綴
農業経営再建整備状況報告に関する意見書の様式
について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 7
(決)昭55. 7. 9

農政課

3389 8 自作農関係資金例規綴
自作農維持資金（再建整備資金）に係る自治調査
表の様式について

昭和５４年度
(起)昭54.12.11
(決)昭54.12.14

農政課

3389 9 自作農関係資金例規綴
自作農維持資金（再建整備資金）借入申請に係る
念書の様式について

昭和５４年度
(起)昭54.10.26
(決)昭54.11. 2

農政課

3389 10 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金単位面積当り貸付金上限基準額の
改正について

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 8
(決)昭53. 2.10
(施)昭53. 2.10

農政課

3389 11 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金貸付適格認定
細部基準第１の２の（３）に定める旧市町村区域
の平均規模に関する協議について

昭和５４年度
(起)昭54. 7.14
(決)昭54. 7.20

農政課

3389 12 自作農関係資金例規綴
「静岡県自作農関係資金貸付適格認定審査委員会
設置要綱」の一部改正について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.25
(決)昭54. 4.27

農政課

3389 13 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金単位面積当り貸付金上限基準額の
改正について（協議）

昭和５２年度
(起)昭52.10. 5
(決)昭52.10.11
(施)昭52.10.24

農政課

3389 14 自作農関係資金例規綴 復命書（農地等取得資金打合せ） 昭和５２年度 (起)昭52.10. 1 農政課

3389 15 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金貸付適格認定
細部基準第１の２の（３）に定める旧市町村区域
の平均規模に関する協議について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7. 5
(施)昭52. 7. 5

農政課

190 ページ



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

3389 16 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金貸付適格認定
細部基準の一部改正及び協議について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.24
(決)昭52. 5.30
(施)昭52. 5.30

農政課

3389 17 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金貸付適格認定
細部基準第４の規定による低順位申請の判定点数
の決定について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.23
(決)昭52. 6.24
(施)昭52. 6.24

農政課

3389 18 自作農関係資金例規綴
自作農関係資金貸付適格認定審査委員会設置要綱
の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 5
(決)昭50. 4. 9
(施)昭50. 4. 9

農政課

3389 19 自作農関係資金例規綴
自作農関係資金貸付適格認定事務の取扱いについ
て（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.27
(決)昭52. 6.15
(施)昭52. 6.24

農政課

3389 20 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金および未墾地取得資金貸付適格認
定細部基準の改正について

昭和４８年度
(起)昭48. 9.26
(決)昭48. 9.29
(施)昭48.10. 1

金融流通課

3389 21 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金融通にかかる
貸付金の単位面積当たりの上限基準の取扱いにつ
いて

昭和４８年度
(起)昭48.11.30
(決)昭48.12. 1
(施)昭48.12. 1

金融流通課

3389 22 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金融通事務処理
要領第10の２に基づく貸付金の上限基準の改定に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48.10. 6
(決)昭48.10.11
(施)昭48.10.11

金融流通課

3389 23 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金融通事務処理
要領第10の２の10ａ当たり上限基準引上げについ
て

昭和４７年度
(起)昭48. 3.12
(決)昭48. 3.12
(施)昭48. 3.12

金融流通課

3389 24 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金および未墾地取得資金融通事務処
理要領第10の２の10アール当たり上限基準引上げ
について（通知）

昭和４６年度
(起)昭46. 6. 2
(決)昭46. 6. 4

金融流通課

3389 25 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金および未墾地取得資金にかかる貸
付必要度の判定表の制定並びにそれに基づく県の
適格認定細部基準の一部改正について

昭和４５年度
(起)昭45. 5.12
(施)昭45. 5.14

金融流通課

3389 26 自作農関係資金例規綴
自作農関係資金に関する貸付必要度の判定表につ
いて

昭和４４年度
(起)昭45. 3.26
(決)昭45. 3.26
(施)昭45. 3.26

金融流通課

3389 27 自作農関係資金例規綴
静岡県自作農関係資金貸付適格認定審査委員会設
置要綱の制定について

昭和４５年度
(起)昭45. 4.11
(施)昭45. 5.14

金融流通課

3389 28 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金融通取扱要綱
の一部改正について

昭和４３年度
(起)昭44. 3. 6
(決)昭44. 3.10

農地計画課

3389 29 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金及び未墾地取得資金融通事務処理
要領に基づく関東農政局との協議について

昭和４３年度 (起)昭43.12.11 農地計画課

3389 30 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金および未墾地取得資金融通取扱要
綱ならびに同事務処理要領の一部改正について

昭和４３年度
(起)昭43.12. 4
(決)昭43.12.14
(施)昭43.12.16

農地計画課

3389 31 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金および未墾地取得資金融通取扱要
綱の一部改正について

昭和４３年度 (収)昭43.11.29 農林事務次官

3389 32 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金および未墾地取得資金融通取扱要
綱および同事務処理要領の一部改正に伴う運用等
について

昭和４３年度 (収)昭43.11.22 農林省農地局長

3389 33 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金および未墾地取得資金融通事務処
理要領の一部改正について

昭和４３年度 (収)昭43.11.22 農林事務次官

3389 34 自作農関係資金例規綴
農地等取得資金および未墾地取得資金融通取扱要
綱の一部改正について

昭和４３年度 (収)昭43.11.22 農林事務次官
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3390 1 災害防疫地震対策資料 災害対策の手びき 昭和５０年度

3390 2 災害防疫地震対策資料 災害発生時における保健所の勤務要領 昭和４１年度

3390 3 災害防疫地震対策資料
災害発生時における保健所の勤務要領についての
質疑応答

昭和４１年度

3390 4 災害防疫地震対策資料 災害対策の手引き

3390 5 災害防疫地震対策資料 台風災害を防ごう〈台風講習会資料〉 昭和４６年度
静岡県産業気象
協会

3390 6 災害防疫地震対策資料 防災行政無線電話番号簿 昭和５４年度

3390 7 災害防疫地震対策資料
災害発生時における保健所の勤務要領の送付につ
いて

平成　９年度 (施)平 9. 8. 7 健康増進課

3390 8 災害防疫地震対策資料 静岡県地域防災計画（抄） 平成１０年度

3391 1 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　４年度
(起)平 5. 1.25
(決)平 5. 1.25
(施)平 5. 1.25

医務課

3391 2 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　４年度
(起)平 4. 9.30
(決)平 4. 9.30
(施)平 4.10. 1

医務課

3391 3 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　４年度
(起)平 4. 9.24
(決)平 4. 9.25
(施)平 4. 9.25

医務課

3391 4 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　４年度
(起)平 4. 8.27
(決)平 4. 8.27
(施)平 4. 8.27

医務課

3391 5 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　４年度
(起)平 4. 7.21
(決)平 4. 7.22
(施)平 4. 7.22

医務課

3391 6 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　４年度
(起)平 4. 6.30
(決)平 4. 7. 1
(施)平 4. 7. 1

医務課

3391 7 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　４年度
(起)平 4. 5.21
(決)平 4. 5.21
(施)平 4. 5.21

医務課

3391 8 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　４年度
(起)平 4. 4. 9
(決)平 4. 4. 9
(施)平 4. 4. 9

医務課

3391 9 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　３年度
(起)平 4. 1.22
(決)平 4. 1.23
(施)平 4. 1.23

医務課

3391 10 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　３年度
(起)平 3.10.14
(決)平 3.10.14
(施)平 3.10.14

医務課

3391 11 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　３年度
(起)平 3. 9.24
(決)平 3. 9.25
(施)平 3. 9.25

医務課

3391 12 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　３年度
(起)平 3. 8.12
(決)平 3. 8.19
(施)平 3. 8.19

医務課

3391 13 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　３年度
(起)平 3. 7.29
(決)平 3. 7.30
(施)平 3. 7.30

医務課

192 ページ



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

3391 14 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　３年度
(起)平 3. 6.10
(決)平 3. 6.12
(施)平 3. 6.12

医務課

3391 15 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　３年度
(起)平 3. 7.12
(決)平 3. 7.15
(施)平 3. 7.15

医務課

3391 16 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 3. 3.13
(決)平 3. 3.15
(施)平 3. 3.16

医務課

3391 17 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 3. 3.13
(決)平 3. 3.15
(施)平 3. 3.16

医務課

3391 18 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 3. 3.13
(決)平 3. 3.15
(施)平 3. 3.16

医務課

3391 19 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 2.12.26
(決)平 2.12.27
(施)平 2.12.27

医務課

3391 20 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 2.12.26
(決)平 2.12.27
(施)平 2.12.27

医務課

3391 21 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 2.12.26
(決)平 2.12.27
(施)平 2.12.27

医務課

3391 22 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 2.11.28
(決)平 2.11.28
(施)平 2.11.28

医務課

3391 23 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 2. 9. 3
(決)平 2. 9. 3
(施)平 2. 9. 3

医務課

3391 24 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 2. 9. 3
(決)平 2. 9. 3
(施)平 2. 9. 3

医務課

3391 25 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について

平成　２年度
(起)平 2. 7.18
(決)平 2. 7.18
(施)平 2. 7.18

医務課

3391 26 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　元年度
(起)平 1. 7. 7
(決)平 1. 7.11
(施)平 1. 7.11

医務課

3391 27 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　元年度 (起)平 1.10. 6 医務課

3391 28 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　元年度
(起)平 1. 6.12
(決)平 1. 6.12
(施)平 1. 6.12

医務課

3391 29 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

平成　元年度
(起)平 1. 4.13
(決)平 1. 4.17
(施)平 1. 4.17

医務課

3391 30 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

昭和６２年度
(起)昭62. 8. 7
(決)昭62. 8.10
(施)昭62. 8.10

医務課

3391 31 鉱業権による協議
鉱業権設定の出願に係る公益及び公共事業に及ぼ
す影響について（回答）

昭和６２年度
(起)昭62. 7.17
(決)昭62. 7.21
(施)昭62. 7.22

医務課

3391 32 鉱業権による協議 鉱業法第24条による協議について（回答） 昭和４４年度
(起)昭45. 2.17
(決)昭45. 2.20
(施)昭45. 2.21

医務課

3391 33 鉱業権による協議 温泉開発と鉱業出願について（回答） 昭和４３年度
(起)昭43. 8. 1
(決)昭43. 8. 9

医務課

3391 34 鉱業権による協議 温泉開発と鉱業出願について 昭和４２年度
(起)昭42.12. 6
(施)昭42.12.12

医務課
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3392 1
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金協会に対する出資について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 7

農政課

3392 2
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金協会に対する出資について（うかが
い）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 3. 5

農政課

3392 3
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金協会に対する出資について（うかが
い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 1
(決)昭59. 3.14

農政課

3392 4
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金協会の債務保証計画の差し替えにつ
いて

昭和５８年度 (起)昭58. 7.25 農政課

3392 5
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金協会の債務保証計画等の提出につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 6.27
(決)昭58. 6.30
(施)昭58. 7. 1

農政課

3392 6
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金協会出資事業実績報告書の提出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.29

農政課

3392 7
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金出資補助金交付申請書の提出につい
て

昭和５７年度
(起)昭57.11.17
(決)昭57.11.24
(施)昭57.11.24

農政課

3392 8
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会に対する出資について
（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(決)昭57.11.25
(施)昭57.11.25

農政課

3392 9
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金協会の債務保証計画等について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 8
(決)昭57. 7. 9
(施)昭57. 7. 9

農政課

3392 10
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

農業信用基金協会出資補助金の概算払請求につい
て

昭和５７年度
(起)昭57.12. 9
(決)昭57.12. 9
(施)昭57.12. 9

農政課

3392 11
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会に対する出資について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.26

農政課

3392 12
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和55年度農業信用基金協会出資補助事業実績報
告書の提出について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.27
(施)昭56. 3.27

農政課

3392 13
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和55年度農業信用基金協会出資補助金交付申請
書の提出について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.23

農政課

3392 14
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和55年度農業信用基金協会に対する農業近代化
資金に係る債務保証のための県の出資予算措置等
について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.19
(決)昭56. 2.21
(施)昭56. 2.21

農政課

3392 15
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会の債務保証計画等の提出
について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.10
(決)昭55. 7.10
(施)昭55. 7.10

農政課

3392 16
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和53年度農業信用基金協会出資補助金の額の決
定について

昭和５４年度 (収)昭54. 4.19 関東農政局長

3392 17
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和53年度農業信用基金協会出資事業実績報告書
の提出について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 4
(決)昭54. 4. 4
(施)昭54. 4. 4

農政課

3392 18
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会に対する出資について 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 5
(決)昭54. 2.10

農政課

3392 19
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和53年度農業信用基金協会出資補助金概算払請
求について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.10
(決)昭54. 1.13
(施)昭54. 1.13

農政課

3392 20
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和53年度農業信用基金協会出資補助金交付申請
書の提出について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 1
(決)昭53.11. 6
(施)昭53.11. 9

農政課
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3392 21
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和51年度農業信用基金協会出資補助金実績報告
書の提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.24
(決)昭52. 3.24
(施)昭52. 3.24

農政課

3392 22
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和51年度農業信用基金協会出資補助金交付申請
書の提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.18
(施)昭52. 3.18

農政課

3392 23
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和51年度農業信用基金協会に対する農業近代化
資金に係る債務保証のための都県の出資予算措置
等について

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(決)昭52. 2. 8
(施)昭52. 2. 8

農政課

3392 24
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和51年度農業信用基金協会に対する農業近代化
資金に係る債務保証のための都県の出資予算措置
等について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 1
(決)昭51. 7. 5
(施)昭51. 7. 5

農政課

3392 25
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会に対する出資について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.18
(決)昭52. 3.24

農政課

3392 26
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和50年度の農業信用基金協会に対する農業近代
化資金に係る債務保証のための都県の出資予算措
置等について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.14
(決)昭50. 7.18
(施)昭50. 7.18

農政課

3392 27
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会に対する基金造成のため
の出資要請について

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 8
(決)昭50. 1. 8

金融流通課

3392 28
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和49年度農業信用基金協会に対する農業近代化
資金に係る債務保証のための都県の出資予算措置
等についての報告に対する辞退について

昭和４９年度
(起)昭49.10.22
(決)昭49.10.23
(施)昭49.10.23

金融流通課

3392 29
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和49年度農業信用基金協会に対する農業近代化
資金に係る債務保証のための都県の出資予算措置
等について（報告）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.11
(決)昭49. 6.12

金融流通課

3392 30
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和48年度農業信用基金協会出資補助金の額の確
定について

昭和４９年度 (収)昭49. 6. 1 関東農政局長

3392 31
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和48年度農業信用基金協会出資事業実績報告書
の提出について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.25
(決)昭49. 4.26
(施)昭49. 4.26

金融流通課

3392 32
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会に対する出資について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.20
(決)昭49. 3.28

金融流通課

3392 33
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和48年度農業信用基金協会出資補助金概算払請
求について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.20
(決)昭49. 2.25
(施)昭49. 2.25

金融流通課

3392 34
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和48年度農業信用基金協会出資補助金交付申請
について

昭和４８年度
(起)昭48.11.28
(決)昭48.11.30
(施)昭48.11.30

金融流通課

3392 35
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和48年度農業信用基金協会出資補助金の希望に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 7.18
(決)昭48. 7.19
(施)昭48. 7.19

金融流通課

3392 36
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和48年度の農業信用基金協会に対する農業近代
化資金に係る債務保証のための都県の出資予算措
置等について（報告）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.20
(決)昭48. 6.21
(施)昭48. 6.21

金融流通課

3392 37
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和44年度農業信用基金協会出資補助金交付申請
について（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭44.11.27
(決)昭44.11.27
(施)昭44.11.27

金融流通課

3392 38
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

出資証券の保管依頼について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.31
(決)昭45. 3.31

金融流通課

3392 39
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会に対する出資について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.18
(決)昭45. 3.26

金融流通課
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3392 40
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和44年度農業信用基金協会に対する出資予算措
置等について（変更報告）

昭和４４年度
(起)昭44. 9.18
(施)昭44. 9.18

金融流通課

3392 41
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和44年度農業信用基金協会に対する出資の予算
措置等について（報告）

昭和４４年度
(起)昭44. 7.18
(決)昭44. 7.21
(施)昭44. 7.22

金融流通課

3392 42
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

静岡県農業信用基金協会に対する出資について 昭和４３年度
(起)昭43. 9. 7
(決)昭43. 9.11

農業経済課

3392 43
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

出資証券の保管依頼について 昭和４３年度
(起)昭43.10.11
(決)昭43.10.11
(施)昭43.10.11

農業経済課

3392 44
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和44年度農業信用基金協会出資事業実績報告書
の提出について（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45. 5.29
(決)昭45. 6. 6
(施)昭45. 6. 8

金融流通課

3392 45
農業信用基金協会出資金補助関係
綴

昭和44年度農業信用基金協会出資補助金の概算払
請求書提出について（うかがい）

昭和４４年度
(起)昭45. 2.12
(決)昭45. 2.17
(施)昭45. 2.17

金融流通課

3393 1 土地登記・泉地区
県道十国峠伊豆山線道路改築工事用地買収登記完
了報告について

昭和３１年度 (収)昭31. 6. 4
静岡県泉地区開
発事務所長

3393 2 土地登記・泉地区
泉伊豆山熱海停車場線道路改築工事用地買収登記
完了報告について

昭和３０年度 (収)昭31. 2.  
静岡県泉地区開
発事務所長

3394 1 免許漁業漁場図登録台帳15の５ 専用漁業場図（静岡県賀茂郡城東村地先） 昭和　３年度 (施)昭 3. 5.18

3394 2 免許漁業漁場図登録台帳15の５ 専用漁業場図（静岡県田方郡網代村地先） 明治４２年度 (施)明43. 1.20 網代港漁業組合

3394 3 免許漁業漁場図登録台帳15の５ 専用漁業場図（静岡県賀茂郡南崎村長津呂地先） 明治４３年度 (施)明43.10.10 長津呂漁業組合

3394 4 免許漁業漁場図登録台帳15の５ 専用漁業場図（静岡県志太郡和田村地先） 昭和　３年度 (施)昭 3. 8. 3

3395 1 免許漁業漁場図登録台帳15の６
定置漁業漁場図（静岡県磐田郡下阿多古村地先）
魞簗（えりやな）類漁業鮎堰

昭和１０年度 (施)昭10. 8. 9
磐田郡下阿多古
村漁業組合

3395 2 免許漁業漁場図登録台帳15の６
定置漁業漁場図（静岡県庵原郡興津村地先）桝網
類漁業

昭和１０年度 (施)昭10.11. 5
庵原郡興津町漁
業組合

3395 3 免許漁業漁場図登録台帳15の６
定置漁業漁場図（静岡県駿東郡原町原地先）落網
類漁業鮪落網

昭和１２年度 (施)昭12. 4. 1
駿東郡原浦漁業
組合

3395 4 免許漁業漁場図登録台帳15の６
定置漁業漁場図（静岡県田方郡中狩野村松ケ瀬地
先）魞簗（えりやな）類漁業堰筌

昭和２２年度 (施)昭23. 3.13 狩野川漁業組合

3395 5 免許漁業漁場図登録台帳15の６
定置漁業漁場図（静岡県田方郡對島村地先）三艘
張根拵網

昭和２３年度 (施)昭23. 6.29

3396 1 免許漁業漁場図登録台帳15の９ 専用漁業漁場図（静岡県賀茂郡三浜村伊浜地先） 大正１１年度 (施)大11. 9.23
賀茂郡伊浜漁業
組合

3396 2 免許漁業漁場図登録台帳15の９ 専用漁業漁場図（静岡県志太郡東益津村地先） 昭和　３年度 (施)昭 3. 4.23

3396 3 免許漁業漁場図登録台帳15の９ 専用漁業漁場図（静岡県田方郡對島村赤澤地先） 昭和　３年度 (施)昭 3. 5.18

3397 1 免許漁業漁場図登録台帳15の10
特殊漁場第３種鰻地曳漁場図（静岡県浜名郡伊佐
美村古人見地先）

明治４４年度 (施)明45. 1.22
伊佐美村大人見
古人見漁業組合
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3397 2 免許漁業漁場図登録台帳15の10
第４種特殊漁場漁場図（静岡県賀茂郡仁科村浜ノ
沖合）鰮舟曳網漁業

大正　元年度 (施)大 2. 1.25
仁科村浜漁業組
合

3397 3 免許漁業漁場図登録台帳15の10
特殊漁場漁場図（静岡県賀茂郡下河津村谷津及浜
沖合）第７種漁業鰤飼付漁業

大正１１年度 (施)大11.11.21 浜漁業組合

3397 4 免許漁業漁場図登録台帳15の10
特殊漁場漁場図（静岡県駿東郡静浦村獅子浜地
先）第４種漁業ひお（鮎の稚魚）船曳き網

昭和　４年度 (施)昭 4. 6.22
静浦村獅子浜漁
業組合

3397 5 免許漁業漁場図登録台帳15の10
特殊漁場漁場図（静岡県田方郡對馬村富戸地先）
第２種漁業海豚漁業

昭和　９年度 (施)昭 9.11.21 富戸浦漁業組合

3398 1 免許漁業漁場図登録台帳15の11
区画漁業漁場図（静岡県引佐郡三ケ日町下尾奈地
先）第１種漁業牡蠣養殖業

昭和１５年度 (施)昭15. 9.20

3398 2 免許漁業漁場図登録台帳15の11
区画漁業漁場図（静岡県浜名郡北庄内村白洲地
先）第１種漁業牡蠣養殖業

昭和１５年度 (施)昭15. 9.20

3398 3 免許漁業漁場図登録台帳15の11
区画漁業漁場図（静岡県浜名郡入出村恩名地先）
第１種漁業牡蠣養殖業

昭和２３年度 (施)昭23. 6.29

3398 4 免許漁業漁場図登録台帳15の11
区画漁業漁場図（静岡県浜名郡新居浜向島地先）
第１種漁業牡蠣養殖業

昭和２３年度 (施)昭23. 6.29

3398 5 免許漁業漁場図登録台帳15の11
区画漁業漁場図（静岡県庵原郡袖師町日ノ出地
先）第１種漁業真珠養殖業

昭和２３年度 (施)昭23. 8.31

3399 1 免許漁業漁場図登録台帳15の12 専用漁業漁場図（静岡県田方郡修善寺町地先） 昭和　２年度 (施)昭 2. 9. 5

3399 2 免許漁業漁場図登録台帳15の12
専用漁業漁場図（静岡県浜名郡芳川村田方郡修善
寺町地先）

明治４２年度 (施)明43. 1.20

3399 3 免許漁業漁場図登録台帳15の12 専用漁業漁場図（静岡県田方郡伊東町地先） 昭和２０年度 (施)昭20. 9.10

3400 1 免許漁業漁場図登録台帳15の13
特別漁業漁場図（静岡県富士郡田子浦村地先）第
３種ひお（鮎の稚魚）地曳網

昭和１０年度 (施)昭10. 5.24
富士郡田子浦村
漁業組合

3400 2 免許漁業漁場図登録台帳15の13
特別漁業漁場図（静岡県賀茂郡三浜村子浦地先）
第６種漁業鰡敷網

昭和１２年度 (施)昭12. 7.17 子浦漁業組合

3400 3 免許漁業漁場図登録台帳15の13
特別漁業漁場図（静岡県沼津市獅子浜地先）第３
種漁業しらす地曳網

昭和２２年度 (施)昭23. 2.26 静浦漁業組合

3401 1 免許漁業漁場図登録台帳15の14
特別漁業漁場図（静岡県沼津市本地先）第３種め
じか地曳網

昭和１２年度 (施)昭12.12.28

3401 2 免許漁業漁場図登録台帳15の14
特別漁業漁場図（静岡県沼津町本地先）第３種し
らす地曳網漁業権消滅

昭和　９年度 (施)昭 9.11. 1

3401 3 免許漁業漁場図登録台帳15の14
特別漁業漁場図（静岡県駿東郡片浜村地先）第３
種鮪鰹地曳網漁業権消滅

昭和　９年度 (施)昭10. 2.18 片浜漁業組合

3401 4 免許漁業漁場図登録台帳15の14
特別漁業漁場図（静岡県田方郡伊東町湯川地先）
第６種漁業鰡地曳網

昭和１３年度 (施)昭13. 6.25

3402 1 昭和45年度大井川利水計画 大井川中流地域水資源調査事業概要

3402 2 昭和45年度大井川利水計画 大井川右岸工業用水道調査計画の打合せについて 昭和４３年度 (収)昭43.10.30 工業用水課長
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3402 3 昭和45年度大井川利水計画 大井川水源調査打合会の開催について 昭和４４年度 (起)昭44. 5.30 水資源課

3402 4 昭和45年度大井川利水計画
一級河川における新規利水計画についての建設省
協議内容

昭和４４年度

3402 5 昭和45年度大井川利水計画 大井川利水対策について 昭和４４年度

3402 6 昭和45年度大井川利水計画
都道府県計画並びに大井川利水対策についての打
合会議内容

昭和４４年度

3402 7 昭和45年度大井川利水計画 復命書（大井川利水対策打合会） 昭和４５年度 (起)昭45. 8. 8 水資源課

3402 8 昭和45年度大井川利水計画 大井川利水開発基本計画書 昭和４５年度

3402 9 昭和45年度大井川利水計画 陳情書 昭和４５年度

3402 10 昭和45年度大井川利水計画 復命書（大井川利水対策調査打合） 昭和４５年度 (起)昭45.10.21 水資源課

3402 11 昭和45年度大井川利水計画 復命書（大井川利水対策打合会） 昭和４５年度 (起)昭45.12.15 水資源課

3402 12 昭和45年度大井川利水計画 復命書（大井川総合開発事業推進連絡会議出席） 昭和４５年度 (起)昭46. 1.29 水資源課

3402 13 昭和45年度大井川利水計画 大井川総合開発事業調査促進方の陳情について 昭和４５年度 (起)昭45.10.15 水資源課

3402 14 昭和45年度大井川利水計画 大井川用水非かんがい期の水利権について 昭和４４年度 (収)昭44. 6.13
島田土地改良事
務所長

3403 1 大井川利水対策調査報告書 大井川利水対策調査報告書 昭和４４年度

3404 1
大井川利水対策調査報告書　資料
編

大井川利水対策調査報告書　資料編 昭和４４年度

3405 1 大井川利水対策調査報告書　１ 大井川利水対策調査報告書　１ 昭和４５年度

3406 1 大井川利水対策調査報告書　２ 大井川利水対策調査報告書　２ 昭和４５年度

3407 1
昭和41年度大井川中流地域水資源
調査報告書

昭和41年度大井川中流地域水資源調査報告書 昭和４１年度

3408 1
牧の原地区取水構想設計業務報告
書

牧の原地区取水構想設計業務報告書 昭和４３年度

3409 1
浜松救護所施設整備費負担金交付
綴

昭和45年度生活保護施設整備費負担金の交付確定
について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.28
(決)昭46. 5. 4

社会課

3409 2
浜松救護所施設整備費負担金交付
綴

昭和45年度生活保護施設整備費負担金の交付につ
いて

昭和４５年度
(起)昭45.12.15
(決)昭45.12.25

社会課

3409 3
浜松救護所施設整備費負担金交付
綴

昭和45年度社会福祉施設等施設整備費の国庫負担
（補助）について

昭和４５年度
(起)昭45.12.15
(決)昭45.12.25
(施)昭45.12.26

社会課
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3409 4
浜松救護所施設整備費負担金交付
綴

昭和45年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交
付申請について

昭和４５年度
(起)昭45. 8.26
(決)昭45. 8.29
(施)昭45. 8.31

社会課

3410 1 船明ダム補償関係及び地元要望綴 船明ダム建設等に伴う要望について（回答） 昭和４７年度 (施)昭47. 9.14

3410 2 船明ダム補償関係及び地元要望綴
船明ダム並びに天竜川下流農業水利事業上流部同
水路工事の着工同意について

昭和４７年度 (収)昭47. 9.14 天竜市長

3410 3 船明ダム補償関係及び地元要望綴
天竜川水系天竜川船明ダム水利使用に関する同意
依頼について

昭和４６年度 (施)昭46. 6. 7

3410 4 船明ダム補償関係及び地元要望綴 同意書 昭和４６年度 (収)昭46. 6.28 浜松市長

3410 5 船明ダム補償関係及び地元要望綴
天竜川水系天竜川船明ダム水利使用に関する同意
依頼について（回答）

昭和４７年度 (収)昭47. 8.30 天竜市長

3410 6 船明ダム補償関係及び地元要望綴
天竜川水系天竜川船明ダム水利使用に関する同意
依頼について

昭和４６年度 (収)昭46. 6. 7
農林省関東農政
局長他

3410 7 船明ダム補償関係及び地元要望綴
天竜川水系天竜川船明ダム水利使用に関する同意
依頼について

昭和４６年度 (収)昭46. 6. 7
農林省関東農政
局長他

3410 8 船明ダム補償関係及び地元要望綴
天竜川水系天竜川船明ダム水利使用に関する同意
依頼について

昭和４６年度 (収)昭46. 6. 7
農林省関東農政
局長他

3410 9 船明ダム補償関係及び地元要望綴 船明ダム建設に対する要望についての回答

3410 10 船明ダム補償関係及び地元要望綴
船明ダム建設に伴う公共補償等に関する打合せ会
について

昭和４６年度 (収)昭47. 3.14 調整課長

3410 11 船明ダム補償関係及び地元要望綴
船明ダム建設に伴なう個人補償及び公共補償の交
渉開始等の同意について

昭和４６年度 (収)昭47. 3. 6 企画調整部長

3410 12 船明ダム補償関係及び地元要望綴 船明ダム建設等に伴う要望について（回答） 昭和４６年度 (施)昭47. 2.29
静岡県企画調整
部長他

3410 13 船明ダム補償関係及び地元要望綴 船明ダム建設等に伴う要望について（回答） 昭和４５年度
(起)昭46. 1.11
(決)昭46. 1.12
(施)昭46. 1.14

水資源課

3410 14 船明ダム補償関係及び地元要望綴
天竜川水系天竜川船明計画に伴う下流地点の流量
計算

昭和４５年度 (収)昭45. 7.  
電源開発株式会
社

3410 15 船明ダム補償関係及び地元要望綴 天竜川水系天竜川船明発電所水利使用許可申請書 昭和４５年度 (収)昭45. 7.  
電源開発株式会
社

3411 1 西遠北部地区地下水調査報告書 西遠北部地区地下水調査報告書 昭和４５年度 (施)昭45.10.  水資源課

3412 1
安倍川対策関係綴４－１　会議関
係綴

会議目次

3412 2
安倍川対策関係綴４－１　会議関
係綴

新田町、西田町関係者との話し合いについて 昭和４４年度 (起)昭45. 1. 6 安倍川対策室

3412 3
安倍川対策関係綴４－１　会議関
係綴

供覧 公共用地室

3412 4
安倍川対策関係綴４－１　会議関
係綴

改良住宅に関する打合せ 公共用地室
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3412 5
安倍川対策関係綴４－１　会議関
係綴

安倍川総合対策協議会について（報告） 公共用地室

3413 1
安倍川対策関係綴４－１　住宅地
区改良事業費補助金交付要綱

安倍川河川敷不良住宅地区の地区改良事業に関す
る県費補助金交付要綱指定について（伺い）

昭和４３年度
(起)昭44. 3. 6
(決)昭44. 3.17

安倍川対策室

3414 1
安倍川対策関係綴４－１　河川敷
住居者移転対策実施要綱

安倍川河川敷住居者移転対策実施要綱について
（伺い）

昭和４４年度
(起)昭44. 9. 6
(決)昭44. 9.13

安倍川対策室

3415 1
安倍川対策関係綴４－１　支出負
担綴

安倍川不法占用住宅移転対策問題にかかる弁護士
依頼について

昭和４６年度 (起)昭46.11.12 公共用地室

3415 2
安倍川対策関係綴４－１　支出負
担綴

安倍川不法占用住宅移転対策問題にかかる弁護士
依頼について

昭和４５年度
(起)昭45. 8.24
(決)昭45. 8.26

公共用地室

3415 3
安倍川対策関係綴４－１　支出負
担綴

安倍川不法占用住宅移転対策問題にかかる弁護士
依頼について

昭和４４年度 安倍川対策室

3415 4
安倍川対策関係綴４－１　支出負
担綴

安倍川不法占用住宅移転対策問題にかかる弁護士
依頼について

昭和４３年度 安倍川対策室

3416 1
安倍川対策関係綴４－２　改良住
宅補助金関係綴　No.１

安倍川河川敷不良住宅地区に関する住宅地区改良
事業費県費補助金交付決定について

昭和４３年度
(起)昭44. 3.15
(決)昭44. 3.18

河川課

3416 2
安倍川対策関係綴４－２　改良住
宅補助金関係綴　No.１

昭和43年度安倍川河川敷不良住宅地区に関する住
宅地区改良事業費県費補助金の交付確定について
（伺い）

昭和４４年度 (起)昭44. 4.10 安倍川対策室

3417 1
安倍川対策関係綴４－２　改良住
宅補助金関係綴　No.２

昭和44年度安倍川河川敷不良住宅地区に関する住
宅地区改良事業費県費補助金の交付確定について
（伺い）

昭和４５年度
(起)昭45. 5. 1
(決)昭45. 5. 9

公共用地課

3417 2
安倍川対策関係綴４－２　改良住
宅補助金関係綴　No.２

安倍川河川敷不良住宅地区に関する住宅地区改良
事業費県費補助金交付決定について

昭和４４年度 (起)昭44.12.21 安倍川対策室

3418 1
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

建設省職員の派遣依頼の手続きについて 昭和４３年度
(起)昭43. 5. 1
(決)昭43. 5. 2

安倍川対策室

3418 2
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

予算令達について（依頼） 昭和４３年度
(起)昭43. 5.27
(決)昭43. 5.27

安倍川対策室

3418 3
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

官民境界の境界標設定について（依頼） 昭和４３年度
(起)昭43. 6. 4
(決)昭43. 6. 5
(施)昭43. 6. 6

安倍川対策室

3418 4
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

河川敷不法住居者移転計画等に関する他県の状況
調査について（伺い）

昭和４３年度
(起)昭43. 6. 3
(決)昭43. 6.12

安倍川対策室

3418 5
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

公営住宅建設計画地内の不法使用者に対する行政
指導について（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43. 9.30 安倍川対策室

3418 6
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷住居者移転対策に関する金融問題の
打合せについて

昭和４３年度
(起)昭43.10.17
(決)昭43.10.18

安倍川対策室

3418 7
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

伝馬町新田（桜町）仮設住宅入居者の移転指導に
関する打合せについて

昭和４３年度
(起)昭43.10.14
(決)昭43.10.17

安倍川対策室

3418 8
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

伝馬町新田地先（桜町）関係者打合会開催につい
て

昭和４３年度
(起)昭43.10.24
(決)昭43.10.24
(施)昭43.10.25

安倍川対策室

3418 9
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

伝馬町新田（桜町）仮設住宅住居者の移転指導に
ついて（伺い）

昭和４３年度
(起)昭43.10.26
(決)昭43.10.29
(施)昭43.10.29

安倍川対策室
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3418 10
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

県営住宅（桜町）特定入居に関する調査について
（伺い）

昭和４３年度 (起)昭43.11.12 安倍川対策室

3418 11
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

林務土木委員会視察の資料について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭44. 3. 7
(決)昭44. 3. 8

安倍川対策室

3418 12
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷居住者の移転に伴う住宅金融公庫の
公共事業等特別貸付申請について

昭和４４年度
(起)昭44. 6.13
(決)昭44. 6.16

安倍川対策室

3418 13
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

県議会予想質問事項について 昭和４４年度 (決)昭44. 6.23 安倍川対策室

3418 14
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷居住者（移転反対派）に配布するチ
ラシの作成について

昭和４４年度
(起)昭44. 6.11
(決)昭44. 6.16

安倍川対策室

3418 15
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

伝馬町新田団地分譲地の未契約者及び未申込者の
措置について

昭和４４年度 (起)昭44. 9.24 安倍川対策室

3418 16
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

河川敷不法住居者移転計画等に関する状況調査に
ついて

昭和４４年度 (起)昭44.10. 8 安倍川対策室

3418 17
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

河川敷不法占用対策及び無線設備並びに運用に関
する状況調査について

昭和４４年度 (起)昭44.11.24 安倍川対策室

3418 18
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

河川敷不法居住者移転計画等に関する状況調査に
ついて

昭和４４年度 (起)昭45. 2.12 安倍川対策室

3418 19
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

秋山、山崎新田、千代地区の不良住宅除去並びに
同地区の管理について

昭和４５年度
(起)昭45. 4.23
(決)昭45. 4.28
(施)昭45. 4.28

公共用地室

3418 20
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

伺い 昭和４５年度
(起)昭45.10. 3
(決)昭45.10.21
(施)昭45.10.21

公共用地室

3418 21
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

秋山新田地区の河川工事施工に伴う支障物件の除
却通知について

昭和４５年度 (起)昭46. 2. 6 公共用地室

3418 22
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

供覧 昭和４６年度 (起)昭46. 6.15 公共用地室

3418 23
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷住居者等移転対策に関する検討会の
開催について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 7.22
(決)昭46. 7.24
(施)昭46. 7.26

公共用地室

3418 24
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

田町地区河川敷における移転跡地等の不法使用者
の処理について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.28
(決)昭46. 7.30
(施)昭46. 7.30

公共用地室

3418 25
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷秋山新田地先の行政代執行実施にか
かわる協力について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.27
(決)昭46. 9.29
(施)昭46.10. 2

公共用地室

3418 26
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷住居者の移転に伴う融資について
（依頼）

昭和４６年度 (起)昭46.11.11 公共用地室

3418 27
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷住居者の移転に伴う融資について
（依頼）

昭和４６年度 (起)昭47. 3.17 公共用地室

3418 28
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷不法占用者移転対策に関する打合せ
会及び静岡県安倍川総合対策協議会開催について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 3
(決)昭47. 2. 4
(施)昭47. 2. 4

公共用地室

3418 29
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策関係綴

安倍川河川敷不法占用に関する移転対策事業の事
務引継ぎについて

昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.29
(施)昭47. 3.31

公共用地室
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3419 1
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川不法占用者等移転対策打合せ 昭和４６年度 (施)昭47. 2.25

3419 2
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

静岡県安倍川総合対策協議会会議次第 昭和４６年度 (起)昭47. 2.10

3419 3
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷不法占用者移転対策打合せ（幹部
会）

昭和４６年度 (起)昭47. 2.10

3419 4
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷不法占用者移転対策打合せ（幹部
会）

昭和４６年度 (起)昭46. 9.21

3419 5
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷不法占用者移転対策打合せ会（事務
担当者会議）

昭和４６年度 (起)昭46. 8.23

3419 6
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷不法占用者移転対策打合せ（幹部
会）

昭和４６年度 (起)昭46. 5.24

3419 7
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷不法占用者移転対策打合せ（幹部
会）

昭和４６年度 (起)昭46. 4.30

3419 8
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷不法占用者移転対策打合せ（幹部
会）

昭和４５年度 (起)昭45.12.11

3419 9
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷不法占用者移転対策打合せ 昭和４５年度 (起)昭45.10.12

3419 10
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

田町地区移転対策打合せ 昭和４５年度 (起)昭45. 8.13

3419 11
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷居住者移転対策打合せ（幹部会） 昭和４５年度 (起)昭45. 6.12

3419 12
安倍川対策関係綴４－２　安倍川
対策打合せ関係綴

安倍川河川敷住居者移転対策打合せ 昭和４５年度 (起)昭45. 5. 6

3420 1
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和47年度歳入歳出予算調書 昭和４７年度

3420 2
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和46年度歳出予算事業別財源一覧表（当初予
算）

昭和４６年度

3420 3
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和45年度歳出予算事業別財源一覧表（２月補正
まで）

昭和４５年度

3420 4
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和45年度安倍川対策事業費経費の配分 昭和４５年度

3420 5
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和46年度安倍川対策事業費経費の配分 昭和４６年度

3420 6
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和46年度歳出予算調書 昭和４６年度

3420 7
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和45年度歳出予算調書 昭和４５年度

3420 8
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和43年度予算決算表 昭和４３年度

3420 9
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和44年度歳出９月補正予算調書 昭和４４年度
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3420 10
安倍川対策関係綴４－２　住宅地
区改良事業費県費補助金資料

昭和43年度歳出２月補正予算調書 昭和４３年度

3421 1
安倍川対策関係綴４－３　安倍川
対策の経過について

安倍川対策の経過について（その１）

3421 2
安倍川対策関係綴４－３　安倍川
対策の経過について

安倍川対策の経過について（その２）

3421 3
安倍川対策関係綴４－３　安倍川
対策の経過について

住居調査票

3422 1
安倍川対策関係綴４－３　安倍川
河川敷住居者世帯名簿

安倍川河川敷住居者世帯名簿

3423 1
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

町別分譲状況

3423 2
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

安倍川対策の経過について（その１） 昭和４２年度

3423 3
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

安倍川対策の経過について（その２） 昭和４３年度

3423 4
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

改良・福祉住宅入居者名簿 昭和４６年度

3423 5
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

現場日誌 昭和４６年度

3423 6
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

安倍川不法住宅移転対策経過 昭和４６年度

3423 7
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

安倍川不法住宅移転対策経過 昭和４３年度

3423 8
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

安倍川不法住宅移転対策経過 昭和４４年度

3423 9
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

安倍川不法住宅移転対策経過 昭和４５年度

3423 10
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

桜町火災関係

3423 11
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

現場日誌 昭和４３年度

3423 12
安倍川対策関係綴４－３　現場日
誌（安倍川不法占用）

現場日誌 昭和４４年度

3424 1
安倍川対策関係綴４－３　改良住
宅補助金関係綴

昭和45年度安倍川河川敷不良住宅地区に関する住
宅地区改良事業費県費補助金の交付確定について
（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 4.27 公共用地室

3424 2
安倍川対策関係綴４－３　改良住
宅補助金関係綴

安倍川河川敷不良住宅地区に関する住宅地区改良
事業費県費補助金交付決定について

昭和４５年度 (起)昭46. 3.24 公共用地室

3425 1 安倍川対策見舞金 見舞金の内訳および積算方法について　他
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3426 1 県内月別降水量表 年間降水量の推移（昭和30年～昭和59年）

3426 2 県内月別降水量表 県内降水量10ヶ年平均（昭和42年～昭和51年）

3426 3 県内月別降水量表 県内降水量10ヶ年平均（昭和41年～昭和50年）

3426 4 県内月別降水量表 昭和50年県内月別降水量記録表 昭和５０年度

3426 5 県内月別降水量表
県内降水量10ヶ年平均（昭和39年～昭和48年及び
昭和40年～昭和49年）

3426 6 県内月別降水量表 県内降水量10ヶ年平均（昭和38年～昭和47年）

3426 7 県内月別降水量表 県内降水量10ヶ年平均（昭和37年～昭和46年）

3426 8 県内月別降水量表 県内降水量10ヶ年平均（昭和29年～昭和38年）

3426 9 県内月別降水量表 昭和49年県内月別降水量記録表 昭和４９年度

3426 10 県内月別降水量表 昭和48年県内月別降水量記録表 昭和４８年度

3426 11 県内月別降水量表 昭和47年県内月別降水量記録表 昭和４７年度

3426 12 県内月別降水量表 昭和46年県内月別降水量記録表 昭和４６年度

3426 13 県内月別降水量表 昭和45年県内月別降水量記録表 昭和４５年度

3426 14 県内月別降水量表 昭和44年県内月別降水量記録表 昭和４４年度

3426 15 県内月別降水量表 昭和43年県内月別降水量記録表 昭和４３年度

3426 16 県内月別降水量表 昭和42年県内月別降水量記録表 昭和４２年度

3426 17 県内月別降水量表 昭和41年県内月別降水量記録表 昭和４１年度

3426 18 県内月別降水量表 昭和40年県内月別降水量記録表 昭和４０年度

3426 19 県内月別降水量表 昭和39年県内月別降水量記録表 昭和３９年度

3426 20 県内月別降水量表 昭和38年県内月別降水量記録表 昭和３８年度

3426 21 県内月別降水量表 昭和37年県内月別降水量記録表 昭和３７年度
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3426 22 県内月別降水量表 昭和38年県内月別降水量記録表 昭和３８年度

3426 23 県内月別降水量表 昭和37年県内月別降水量記録表 昭和３７年度

3426 24 県内月別降水量表 昭和36年県内月別降水量記録表 昭和３６年度

3426 25 県内月別降水量表 昭和35年県内月別降水量記録表 昭和３５年度

3426 26 県内月別降水量表 昭和34年県内月別降水量記録表 昭和３４年度

3426 27 県内月別降水量表 昭和33年県内月別降水量記録表 昭和３３年度

3426 28 県内月別降水量表 昭和32年県内月別降水量記録表 昭和３２年度

3426 29 県内月別降水量表 昭和31年県内月別降水量記録表 昭和３１年度

3426 30 県内月別降水量表 昭和30年県内月別降水量記録表 昭和３０年度

3426 31 県内月別降水量表 昭和29年県内月別降水量記録表 昭和２９年度

3427 1 文書分類表　42.９.１改正 文書分類表　42.９.１改正 昭和４２年度

3428 1
行政文書簿冊総目録（明治元年～
昭和20年）

行政文書簿冊総目録（明治元年～昭和20年） 昭和４７年度 京都府

3429 1 44富士山麓水資源調査報告書 昭和44年度富士山麓水資源調査報告書 昭和４４年度
水資源開発コン
サルタント

3430 1 大阪物産事務所（財産等） 賃貸借契約書 昭和５０年度

3430 2 大阪物産事務所（財産等） 賃貸借契約書 昭和５２年度

3430 3 大阪物産事務所（財産等） 県有財産台帳 昭和５２年度

3430 4 大阪物産事務所（財産等）
県有資産市町村交付金の客体となる固定資産の調
査について（回答）

昭和３１年度 (起)昭31. 7. 2 振興課

3431 1 名古屋物産事務所廃止関係
農産物販売あっ旋業務の終了に伴う事務処理につ
いて

3431 2 名古屋物産事務所廃止関係 電話加入権の所属替及び分掌替について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.24 商業貿易課

3431 3 名古屋物産事務所廃止関係 電話加入権の売払いについて 昭和５０年度 (起)昭51. 3.24 商業貿易課

3431 4 名古屋物産事務所廃止関係
名古屋物産事務所の廃止に伴うあいさつ状並びに
閉所式招待状の作成について（伺）

昭和５０年度 (起)昭51. 2.17 貿易課
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3431 5 名古屋物産事務所廃止関係
静岡県名古屋物産事務所閉所に伴う関係方面への
挨拶文について（伺）

昭和５０年度 (起)昭51. 2. 3 商業貿易課

3431 6 名古屋物産事務所廃止関係
静岡県名古屋物産事務所廃止に伴う閉所式の案内
状について（伺）

昭和５０年度 (起)昭51. 2. 3 商業貿易課

3431 7 名古屋物産事務所廃止関係 確認書の送付について 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 8
名古屋物産事務
所長

3431 8 名古屋物産事務所廃止関係 名古屋物産事務所の廃止について（伺） 昭和５０年度 (起)昭50. 9.16 商業貿易課

3432 1 静岡県名古屋観光案内所 復命書 昭和５０年度 (起)昭50.10. 1 観光課

3432 2 静岡県名古屋観光案内所 復命書 昭和５０年度 (起)昭50.11.14 観光課

3432 3 静岡県名古屋観光案内所 昭和50年度定期監査調書 昭和５０年度

3433 1 地すべり地域危険地地区別カード 地すべり地域危険地地区別カード 昭和４７年度

3434 1 大井川水利権取水実績 １・２級河川水利権一覧表

3434 2 大井川水利権取水実績 計画用水系統図

3434 3 大井川水利権取水実績 地区内河川　注水量、取水量集計表

3434 4 大井川水利権取水実績 地区内　１・２級河川水利権一覧表

3434 5 大井川水利権取水実績 地区別、期別用水量の決定

3434 6 大井川水利権取水実績 大井川用水系統内訳一覧表

3434 7 大井川水利権取水実績 流量結果表　５月～７月 昭和５０年度

3434 8 大井川水利権取水実績 流量結果表　５月～７月 昭和４９年度

3434 9 大井川水利権取水実績 流量結果表　８月～９月 昭和４９年度

3434 10 大井川水利権取水実績 流量結果表　８月～９月 昭和５０年度

3434 11 大井川水利権取水実績 流量結果表　８月～９月 昭和５１年度

3434 12 大井川水利権取水実績 流量結果表　８月～９月 昭和５２年度

3434 13 大井川水利権取水実績 流量結果表　５月～７月 昭和５１年度
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3434 14 大井川水利権取水実績 流量結果表　５月～７月 昭和５２年度

3434 15 大井川水利権取水実績 流量結果表　５月～９月 昭和４９年度

3434 16 大井川水利権取水実績 流量結果表　５月～９月 昭和５０年度

3434 17 大井川水利権取水実績 流量結果表　５月～９月 昭和５１年度

3434 18 大井川水利権取水実績 流量結果表　５月～９月 昭和５２年度

3434 19 大井川水利権取水実績
定時12時観測データ（昭和48年４月～昭和53年７
月）

昭和４８年度
～

昭和５３年度

3434 20 大井川水利権取水実績
大井川用水取水量の測定結果（昭和49年５月～９
月）

昭和４９年度

3434 21 大井川水利権取水実績
大井川用水取水量の測定結果（昭和50年５月～９
月）

昭和５０年度

3434 22 大井川水利権取水実績
大井川用水取水量の測定結果（昭和51年５月～９
月）

昭和５１年度

3434 23 大井川水利権取水実績
大井川用水取水量の測定結果（昭和52年５月～９
月）

昭和５２年度

3434 24 大井川水利権取水実績 取水口・注水口別水量

3435 1 農業用水実態調査報告書 農業用水実態調査報告書 昭和５０年度

3436 1
県営かんがい排水事業倉真川地区
全体実施設計図

県営かんがい排水事業倉真川地区全体実施設計図 昭和４７年度 農地整備課

3437 1
県営かんがい排水事業竜洋地区全
体実施設計図

県営かんがい排水事業竜洋地区全体実施設計図 昭和４７年度 農地整備課

3438 1
県営かんがい排水事業栃山川上流
地区全体実施設計図　その１

県営かんがい排水事業栃山川上流地区全体実施設
計図　その１

昭和４８年度 農地整備課

3439 1
県営かんがい排水事業栃山川上流
地区全体実施設計図　その２

県営かんがい排水事業栃山川上流地区全体実施設
計図　その２

昭和４８年度 農地整備課

3440 1 特別営農団地整備事業推進要領
特別営農団地整備事業推進要領の一部改正につい
て

昭和４９年度
(起)昭49. 6.20
(決)昭49. 7.26
(施)昭49. 7.27

金融流通課

3440 2 特別営農団地整備事業推進要領 特別営農団地整備事業推進要領の制定について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.24
(施)昭48. 5.24

金融流通課

3440 3 特別営農団地整備事業推進要領 特別営農団地整備事業推進要領の制定について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.15
(決)昭47. 4.20
(施)昭47. 4.24

金融流通課

3440 4 特別営農団地整備事業推進要領 復命書（開拓保証資金利子補給制度の検討） 昭和４６年度 (起)昭46. 9.30 金融流通課

3440 5 特別営農団地整備事業推進要領
復命書（特別営農団地整備事業資金利子補給の取
扱検討会）

昭和４６年度 (起)昭47. 3.25 金融流通課
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3441 1 農業改良資金貸付規程 農業改良資金関係資料集の印刷配布について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.18
(決)昭50. 8.21

農政課

3441 2 農業改良資金貸付規程
農業後継者育成資金（研修教育資金）の貸付対象
となる農業者教育機関及び研修コースについて

昭和５０年度
(起)昭50.10.15
(決)昭50.10.20
(施)昭50.10.20

農政課

3441 3 農業改良資金貸付規程
農業改良資金制度の運営に当たっての補足資料
（質疑応答）について

昭和５０年度 (収)昭50. 9.23
関東農政局生産
流通部長

3441 4 農業改良資金貸付規程 静岡県農業改良資金取扱要領の制定について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.28 農政課

3441 5 農業改良資金貸付規程
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.14
(決)昭50. 7.18
(施)昭50. 7.19

農政課

3441 6 農業改良資金貸付規程
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.15
(決)昭50. 6.24

農政課

3441 7 農業改良資金貸付規程
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和５０年度 (収)昭50. 5. 8 農林事務次官

3441 8 農業改良資金貸付規程
政省令の改正等に伴う農業改良資金制度の運営に
ついて

昭和５０年度 (収)昭50. 5.20 関東農政局長

3441 9 農業改良資金貸付規程 復命書（農業改良資金担当者会議） 昭和５０年度 (起)昭50. 5.26 農政課

3442 1 農業改良資金例規綴 昭和49年度農業改良資金特認事業の計画について 昭和４８年度
(起)昭48.12.20
(決)昭48.12.20
(施)昭48.12.20

金融流通課

3442 2 農業改良資金例規綴
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について

昭和４８年度
(起)昭48. 7. 2
(決)昭48. 7.14

金融流通課

3442 3 農業改良資金例規綴
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４８年度 (収)昭48. 6.11 農林事務次官

3442 4 農業改良資金例規綴
政省令の改正等に伴う農業改良資金制度の運営に
ついて

昭和４８年度 (収)昭48. 6.18 関東農政局長

3442 5 農業改良資金例規綴 静岡県農業改良資金取扱要領の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.19
(決)昭48. 7.21

金融流通課

3442 6 農業改良資金例規綴 農業改良資金補助金交付要綱の一部改正について 昭和４８年度 (収)昭48. 7.27 関東農政局長

3442 7 農業改良資金例規綴 農業改良資金計画の取扱いについて 昭和４８年度 (収)昭48. 7.27 関東農政局長

3442 8 農業改良資金例規綴 農業改良資金計画の取扱いについて 昭和４６年度 (収)昭46. 5.10 関東農政局長

3443 1
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

静岡県開拓農家住宅資金利子補給金交付要綱

3443 2
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

開拓保証資金利子補給金の交付に関する取扱要領

3443 3
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

利率等の表示の年利建て移行に伴う「静岡県開拓
融資保証資金利子補給金交付要綱」の改正につい
て

昭和４５年度
(起)昭45.10. 8
(決)昭45.10.22
(施)昭45.10.22

金融流通課
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3443 4
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

開拓融資保証協会業務方法書の一部変更の認可に
ついて

昭和４５年度
(起)昭45.12.12
(決)昭45.12.17
(施)昭45.12.18

金融流通課

3443 5
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

静岡県開拓融資保証協会業務方法書の変更認可に
ついて

昭和４５年度
(起)昭45. 9.24
(決)昭45. 9.30

金融流通課

3443 6
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

開拓融資保証協会の業務方法書の変更について 昭和４５年度 (収)昭45. 9. 2
大蔵省銀行局長
他

3443 7
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

利率等の表示の年利建移行に関する規定の整備に
伴う開拓融資保証協会の業務方法書の変更につい
て

昭和４５年度
(起)昭45. 5.23
(決)昭45. 6. 1
(施)昭45. 6. 2

金融流通課

3443 8
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

開拓融資保証協会に対する常例検査について 昭和４５年度 (収)昭45.11. 4 関東農政局長

3443 9
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

静岡県開拓融資保証資金利子補給金交付要綱の一
部改正について

昭和４４年度
(起)昭44. 3.26
(施)昭44. 5.21

農地計画課

3443 10
開拓融資保証資金利子補給金要綱
関係綴

静岡県開拓融資保証資金利子補給金交付要綱の一
部改正について

昭和４２年度
(起)昭43. 1.31
(決)昭43. 3. 4
(施)昭43. 3. 7

農地計画課

3444 1
農業改良資金標準事業費算出基礎
資料

農業改良資金の標準事業費等及び算出基礎につい
て

昭和４９年度
(起)昭49. 5.20
(決)昭49. 5.22
(施)昭49. 5.23

金融流通課

3444 2
農業改良資金標準事業費算出基礎
資料

農業改良資金（技術導入資金）の標準事業費検討
依頼について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 6
(決)昭49. 4. 6
(施)昭49. 4. 8

金融流通課

3444 3
農業改良資金標準事業費算出基礎
資料

農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４８年度 (収)昭48. 6. 4 農林事務次官

3444 4
農業改良資金標準事業費算出基礎
資料

政省令の改正等に伴う農業改良資金制度の運営に
ついて

昭和４８年度 (収)昭48. 6.13

3444 5
農業改良資金標準事業費算出基礎
資料

農業改良資金助成法施行規則で定められた標準資
金需要額の算出資料

昭和４８年度 (収)昭48. 5.  
農業改良資金協
会

3444 6
農業改良資金標準事業費算出基礎
資料

静岡県農業改良資金貸付規程、同貸付基準改正に
用いた貸付限度額算定の資料

昭和４８年度

3445 1 表彰関係綴　42－44 昭和44年度静岡県知事表彰候補者調書 昭和４４年度 畜産課

3445 2 表彰関係綴　42－44 表彰候補者名簿（叙勲の部） 昭和４４年度 畜産課

3445 3 表彰関係綴　42－44 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４３年度
(起)昭43.10. 8
(決)昭43.10. 8
(施)昭43.10. 8

畜産課

3445 4 表彰関係綴　42－44 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.13
(決)昭43. 9.13
(施)昭43. 9.13

畜産課

3445 5 表彰関係綴　42－44 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.27
(決)昭43. 9.27
(施)昭43. 9.27

畜産課

3445 6 表彰関係綴　42－44 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.26
(決)昭42. 9.26
(施)昭42. 9.26

畜産課

3445 7 表彰関係綴　42－44 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４２年度
(起)昭42. 9. 7
(決)昭42. 9. 8
(施)昭42. 9. 8

畜産課
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3446 1 表彰関係綴　46－50 昭和53年秋の褒章受章候補者の推薦について 昭和５２年度 (収)昭53. 1.27 農業水産部長

3446 2 表彰関係綴　46－50 昭和53年春の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度 (収)昭52. 8.26 農業水産部長

3446 3 表彰関係綴　46－50 昭和52年春の褒章受章候補者の推薦について 昭和５１年度 (収)昭51.10. 8 農業水産部長

3446 4 表彰関係綴　46－50 昭和51年秋の褒章候補者の推せんについて 昭和５１年度 (収)昭51. 5.20 農業水産部長

3446 5 表彰関係綴　46－50
昭和50年秋の褒章（藍綬）授与候補者の推せんに
係る書類の提出について

昭和５０年度 (起)昭50. 7.19 畜産課

3446 6 表彰関係綴　46－50
昭和50年秋の褒章（藍綬）授与候補者の推せんに
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 1
(決)昭50. 7. 1
(施)昭50. 7. 1

畜産課

3446 7 表彰関係綴　46－50
昭和50年春の褒章（黄綬）候補者推せんにかかる
書類の提出について

昭和４９年度 (起)昭50. 1.27 畜産課

3446 8 表彰関係綴　46－50 昭和50年春の褒章候補者の推せんについて 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 9
(決)昭50. 1. 9

畜産課

3446 9 表彰関係綴　46－50
昭和47年秋の黄綬褒章授与候補者の推せんについ
て

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 7
(決)昭47. 7. 7
(施)昭47. 7. 7

畜産課

3446 10 表彰関係綴　46－50
昭和47年春の黄綬褒章並びに藍綬褒章授与候補者
に推せんについて

昭和４６年度 (起)昭46.12.24 畜産課

3446 11 表彰関係綴　46－50
黄綬褒章並びに藍綬褒章授与候補者の推せんにつ
いて

昭和４６年度 (起)昭46. 8. 5 畜産課

3447 1 49年発生災害
昭和49年発生新規荒廃地復旧計画書の年間総括表
の提出について

昭和４９年度
(起)昭49.12.27
(施)昭49.12.28

治山課

3448 1
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

大林組　天城湯ヶ島ゴルフ場造成事業 昭和５０年度

3448 2
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

サッポロビール　焼津工場建設計画 昭和５０年度

3448 3
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

西部砂利事業（協）　浜松砂利採取事業 昭和５０年度

3448 4
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

堀内土木　豊田砂利採取事業 昭和５０年度

3448 5
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

堀内土木　磐田砂利採取事業 昭和５０年度

3448 6
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

丸工砂利販売　富士宮砂利採取事業 昭和５０年度

3448 7
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

電化不動産　小山町宅地造成事業

3448 8
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

豊田開発　竜洋砂利採取事業 昭和５０年度

3448 9
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

丸工砂利販売　芝川富士宮砂利採取事業 昭和５０年度
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3448 10
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

藤森工業　相良工場建設計画 昭和５０年度

3448 11
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

三和シャッター工業　相良工場建設計画 昭和５０年度

3448 12
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

高山晃一開発　伊豆奥熱川温泉別荘地造成事業 昭和５０年度

3448 13
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

高村建設　伊東別荘地造成事業

3448 14
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

遠藤工業　三島従業員厚生施設 昭和５０年度

3448 15
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

須山建設　浜松砂利採取事業 昭和５０年度

3448 16
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

日立造船　伊東ゴルフ場建設計画 昭和４９年度

3448 17
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

掛川開発　掛川ミニゴルフ場造成事業 昭和５０年度

3448 18
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

鈴木砂利店　富士土石採取事業 昭和５０年度

3448 19
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

カネモリ開発　土採取事業 昭和５０年度

3448 20
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

東京急行電鉄　裾野富士高原都市造成事業 昭和５０年度

3448 21
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

ＩＦＦ　御殿場工場建設計画 昭和５０年度

3448 22
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

ヤマハ発動機　湖西レク施設建設事業 昭和５０年度

3448 23
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

小林製作所　富士宮休養村計画 昭和５０年度

3448 24
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

三菱商事　細江宅地造成計画 昭和５０年度

3448 25
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

カサハラ開発　細江宅地造成計画 昭和５０年度

3448 26
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

清水山切基盤整備事業

3448 27
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

東洋ロイヤル　下田別荘地造成計画 昭和４９年度

3448 28
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

大亜建設　藤枝土石採取計画 昭和５０年度

3448 29
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

富士緑苑　御殿場牧場公園造成計画 昭和４９年度

3448 30
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.１

飛弾製作所　掛川工場建設計画 昭和４９年度
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3449 1
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

大林組　湯ヶ島カントリークラブ造成工事 昭和５０年度

3449 2
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

東京急行電鉄　裾野別荘地造成事業 昭和５０年度

3449 3
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

三井不動産　小山研修スポーツセンター建設事業 昭和５０年度

3449 4
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

殖産住宅相互　伊東別荘地造成事業 昭和５０年度

3449 5
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

住友セメント　天竜採石事業 昭和５０年度

3449 6
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

寿石材土木　伊東採石事業 昭和５０年度

3449 7
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

藤田砂利　豊田砂利採取事業 昭和５０年度

3449 8
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

桜興業　磐田砂利採取事業 昭和５０年度

3449 9
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

住宅供給公社　豊岡宅地造成事業 昭和５０年度

3449 10
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

西部砂利事業　浜松砂利採取事業 昭和５０年度

3449 11
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

安倍川開発　竜洋砂利採取事業 昭和５０年度

3449 12
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

小糸製作所　榛原工場建設計画 昭和５０年度

3449 13
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

大田区　伊東養護学校建設事業 昭和５０年度

3449 14
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

三井ライン興業　藤枝採石事業 昭和５０年度

3449 15
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

三喜　磐田ゴルフ練習場計画 昭和５０年度

3449 16
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

馬淵建設　沼津ゴルフ場造成事業 昭和５０年度

3449 17
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

東京急行電鉄　裾野富士高原都市計画事業 昭和５０年度

3449 18
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

国際ユートピア河津別荘分譲地造成事業 昭和５０年度

3449 19
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

高崎産業高崎製紙　下田別荘分譲地造成事業 昭和５０年度

3449 20
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

堀内土木　磐田砂利採取事業 昭和５０年度

3449 21
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

御前崎南洋材協会　浜岡木材加工団地造成事業 昭和５０年度
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3449 22
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

平和地産・東京ガス不動産　東伊豆別荘分譲地造
成事業

昭和５０年度

3449 23
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

スルガ興産　浜松砂利採取事業 昭和５０年度

3449 24
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.２

鳥居産業　富士川採石事業 昭和５０年度

3450 1
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

太陽カントリークラブ　御殿場ゴルフ場増設計画 昭和５０年度

3450 2
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

東洋ハウジング　浅羽町宅地造成計画 昭和５０年度

3450 3
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

東海パルプ　浜岡堆肥製造所造成事業 昭和５０年度

3450 4
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

浜自　御前崎ホテル等建設事業 昭和５０年度

3450 5
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

登庫工業　清水町土採取事業 昭和５０年度

3450 6
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

かたはま産業　沼津砂利採取事業 昭和５０年度

3450 7
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

柴田組　大須賀砂利採取事業 昭和５０年度

3450 8
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

新日本建材販売　藤枝土石採取事業 昭和５０年度

3450 9
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

東海造成　静岡採石事業 昭和５０年度

3450 10
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

織戸組　静岡採石事業 昭和５０年度

3450 11
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

鈴恭組　磐田砂利採取事業 昭和５０年度

3450 12
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

伊藤建材　磐田砂利採取事業 昭和５０年度

3450 13
土地利用対策委員会　本審査意見
書　No.３

カサハラ開発事業　豊岡砂利採取事業 昭和５０年度

3451 1
土地利用対策委員会　事前協議意
見書

浜岡シーサイドゴルフ場建設事業 昭和５０年度

3451 2
土地利用対策委員会　事前協議意
見書

東京急行電鉄　御殿場国際村建設計画 昭和５０年度

3451 3
土地利用対策委員会　事前協議意
見書

東京電力　小山変電所建設計画 昭和５０年度

3451 4
土地利用対策委員会　事前協議意
見書

神奈川中央交通　中伊豆ゴルフ場造成事業 昭和５０年度

3451 5
土地利用対策委員会　事前協議意
見書

富士緑化　三島ゴルフ場造成事業 昭和５０年度
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3451 6
土地利用対策委員会　事前協議意
見書

相鉄興産　小山砂利採集事業 昭和５０年度

3451 7
土地利用対策委員会　事前協議意
見書

日本曹達　榛原農場造成事業 昭和５０年度

3452 1 土地利用対策委員会提案事項 太陽カントリークラブ増設計画 昭和４８年度

3452 2 土地利用対策委員会提案事項 八幡野別荘造成計画 昭和４８年度

3452 3 土地利用対策委員会提案事項 伊豆急萩宅地分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 4 土地利用対策委員会提案事項 菊川ゴルフ場建設事業 昭和４８年度

3452 5 土地利用対策委員会提案事項 中伊豆ゴルフ場建設事業 昭和４８年度

3452 6 土地利用対策委員会提案事項 マリーナ問題について 昭和４８年度

3452 7 土地利用対策委員会提案事項 三ケ日レークタウン開発計画 昭和４８年度

3452 8 土地利用対策委員会提案事項 伊豆工業団地造成計画 昭和４８年度

3452 9 土地利用対策委員会提案事項 新熱川ハイランド別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 10 土地利用対策委員会提案事項 坂政合板工場建設計画 昭和４８年度

3452 11 土地利用対策委員会提案事項 事前審査未処理案件一覧表 昭和４８年度

3452 12 土地利用対策委員会提案事項 本審査未処理案件一覧表 昭和４８年度

3452 13 土地利用対策委員会提案事項 五味観光　戸田別荘分譲造成計画 昭和４８年度

3452 14 土地利用対策委員会提案事項 河津別荘分譲造成計画 昭和４８年度

3452 15 土地利用対策委員会提案事項 大和不動産　熱海別荘分譲造成計画 昭和４８年度

3452 16 土地利用対策委員会提案事項 小松地所　熱海別荘分譲造成計画 昭和４８年度

3452 17 土地利用対策委員会提案事項 大新東　熱海別荘分譲造成計画 昭和４８年度

3452 18 土地利用対策委員会提案事項 リゾートマンション建設計画 昭和４８年度

3452 19 土地利用対策委員会提案事項 松下電器湖西工場建設計画 昭和４８年度
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3452 20 土地利用対策委員会提案事項 京王帝都電鉄老人マンション建設計画 昭和４８年度

3452 21 土地利用対策委員会提案事項 大仁レクリエーション施設建設計画 昭和４８年度

3452 22 土地利用対策委員会提案事項 分譲住宅造成計画 昭和４８年度

3452 23 土地利用対策委員会提案事項 弥生食品工場建設計画 昭和４８年度

3452 24 土地利用対策委員会提案事項 昭和不動産宅地分譲造成計画 昭和４８年度

3452 25 土地利用対策委員会提案事項 富士急別荘地造成計画 昭和４８年度

3452 26 土地利用対策委員会提案事項 下田マンション建設計画 昭和４８年度

3452 27 土地利用対策委員会提案事項 ハウス食品工業　袋井工場建設計画 昭和４８年度

3452 28 土地利用対策委員会提案事項 狩野川ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 29 土地利用対策委員会提案事項 裾野高原都市建設計画 昭和４８年度

3452 30 土地利用対策委員会提案事項 相良ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 31 土地利用対策委員会提案事項 御殿場レジャーランド建設計画 昭和４８年度

3452 32 土地利用対策委員会提案事項 合板工場建設計画 昭和４８年度

3452 33 土地利用対策委員会提案事項 宝開発別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 34 土地利用対策委員会提案事項 沼津ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 35 土地利用対策委員会提案事項 伊豆下田カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 36 土地利用対策委員会提案事項 観光施設建設計画 昭和４８年度

3452 37 土地利用対策委員会提案事項 黒川建設熱海ホテル建設計画 昭和４８年度

3452 38 土地利用対策委員会提案事項 杉並区役所養護学園建設計画 昭和４８年度

3452 39 土地利用対策委員会提案事項 拓建白波分譲地第２次造成計画（変更） 昭和４８年度

3452 40 土地利用対策委員会提案事項 よみうり掛川ゴルフ場建設計画 昭和４８年度
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3452 41 土地利用対策委員会提案事項 房総開発掛川カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 42 土地利用対策委員会提案事項 東海興発掛川カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 43 土地利用対策委員会提案事項 中電油山変電所建設計画 昭和４８年度

3452 44 土地利用対策委員会提案事項 豊岡カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 45 土地利用対策委員会提案事項 大和ハウス工場増設計画 昭和４８年度

3452 46 土地利用対策委員会提案事項 藤枝グランド建設計画 昭和４８年度

3452 47 土地利用対策委員会提案事項 小笠養鶏所建設計画 昭和４８年度

3452 48 土地利用対策委員会提案事項 金指学園高等学校建設計画 昭和４８年度

3452 49 土地利用対策委員会提案事項 日軽金富士川宅造計画 昭和４８年度

3452 50 土地利用対策委員会提案事項 網代山別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 51 土地利用対策委員会提案事項 大都函南別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 52 土地利用対策委員会提案事項 熱海別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 53 土地利用対策委員会提案事項 函南別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 54 土地利用対策委員会提案事項 シーアンドヒルゴルフ場計画 昭和４８年度

3452 55 土地利用対策委員会提案事項 富士川ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 56 土地利用対策委員会提案事項 長泉ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 57 土地利用対策委員会提案事項 温泉別荘地造成計画 昭和４８年度

3452 58 土地利用対策委員会提案事項 伊東ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 59 土地利用対策委員会提案事項 大藤団地造成計画 昭和４８年度

3452 60 土地利用対策委員会提案事項 自動車休暇村建設計画（変更） 昭和４８年度

3452 61 土地利用対策委員会提案事項 沼津国際カントリークラブ建設計画 昭和４８年度
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3452 62 土地利用対策委員会提案事項 下田カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 63 土地利用対策委員会提案事項 静鉄岡部宅地造成計画 昭和４８年度

3452 64 土地利用対策委員会提案事項 松下電器浜名湖工場建設計画 昭和４８年度

3452 65 土地利用対策委員会提案事項 冷蔵倉庫建設事業 昭和４８年度

3452 66 土地利用対策委員会提案事項 砂利洗浄地造成計画 昭和４８年度

3452 67 土地利用対策委員会提案事項 静岡国際カントリークラブ 昭和４８年度

3452 68 土地利用対策委員会提案事項 熱海和光台別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 69 土地利用対策委員会提案事項 ファミリーランド建設計画 昭和４８年度

3452 70 土地利用対策委員会提案事項 ゴルフ練習場建設計画 昭和４８年度

3452 71 土地利用対策委員会提案事項 フィールドアーチェリー場建設計画 昭和４８年度

3452 72 土地利用対策委員会提案事項 函南ゴルフ場増設計画 昭和４８年度

3452 73 土地利用対策委員会提案事項 湯ヶ島カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 74 土地利用対策委員会提案事項 ロイヤルランド造成計画 昭和４８年度

3452 75 土地利用対策委員会提案事項 赤沢別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 76 土地利用対策委員会提案事項 ヤマハ湖西レクリエーション建設計画 昭和４８年度

3452 77 土地利用対策委員会提案事項 伸銅加工工場建設計画 昭和４８年度

3452 78 土地利用対策委員会提案事項 竜洋町宅地造成計画 昭和４８年度

3452 79 土地利用対策委員会提案事項 リゾートマンション建設計画 昭和４８年度

3452 80 土地利用対策委員会提案事項 高木鉄工マンション建設計画 昭和４８年度

3452 81 土地利用対策委員会提案事項 高木鉄工ミニゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 82 土地利用対策委員会提案事項 東海自動車伊東別荘分譲地造成計画 昭和４８年度
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3452 83 土地利用対策委員会提案事項 ミニゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 84 土地利用対策委員会提案事項 大田区養護施設建設計画 昭和４８年度

3452 85 土地利用対策委員会提案事項 土石採取事業 昭和４８年度

3452 86 土地利用対策委員会提案事項 中伊豆ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 87 土地利用対策委員会提案事項 ミニゴルフ場建設計画（変更） 昭和４８年度

3452 88 土地利用対策委員会提案事項 別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 89 土地利用対策委員会提案事項 食品工場建設計画 昭和４８年度

3452 90 土地利用対策委員会提案事項
土地利用決定に関する自然公園法の申請案件一覧
表

昭和４８年度

3452 91 土地利用対策委員会提案事項 伊豆下田カントリー建設計画 昭和４８年度

3452 92 土地利用対策委員会提案事項 三井ライン別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 93 土地利用対策委員会提案事項 東綿宅地造成計画 昭和４８年度

3452 94 土地利用対策委員会提案事項 昭和開発宅地造成計画 昭和４８年度

3452 95 土地利用対策委員会提案事項 河津町別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 96 土地利用対策委員会提案事項 小山町グリーンヒルゴルフ場増設計画 昭和４８年度

3452 97 土地利用対策委員会提案事項 焼津水産加工センター建設計画 昭和４８年度

3452 98 土地利用対策委員会提案事項 別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 99 土地利用対策委員会提案事項 十足ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 100 土地利用対策委員会提案事項 インノフジゴルフクラブ建設計画 昭和４８年度

3452 101 土地利用対策委員会提案事項 榛原ゴルフコース建設計画 昭和４８年度

3452 102 土地利用対策委員会提案事項 熱海別荘分譲造成計画 昭和４８年度

3452 103 土地利用対策委員会提案事項 熱海宅地造成計画 昭和４８年度
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3452 104 土地利用対策委員会提案事項 熱海別荘地造成計画 昭和４８年度

3452 105 土地利用対策委員会提案事項 静岡変電所建設計画 昭和４８年度

3452 106 土地利用対策委員会提案事項 藤枝市志太地区宅地開発事業 昭和４８年度

3452 107 土地利用対策委員会提案事項 伊豆箱根　熱海別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 108 土地利用対策委員会提案事項 千代田観光　熱海別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 109 土地利用対策委員会提案事項 有楽土地　熱海別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 110 土地利用対策委員会提案事項 上杉　富士宮ゴルフ練習場建設計画 昭和４８年度

3452 111 土地利用対策委員会提案事項 静岡家具工業団地第２次藤枝工場建設計画 昭和４８年度

3452 112 土地利用対策委員会提案事項 細谷家禽小笠養鶏所建設計画 昭和４８年度

3452 113 土地利用対策委員会提案事項 太陽カントリークラブゴルフ場増設計画 昭和４８年度

3452 114 土地利用対策委員会提案事項 黒川建設熱海ドライブイン建設計画 昭和４８年度

3452 115 土地利用対策委員会提案事項 日本電建函南宅地造成変更計画 昭和４８年度

3452 116 土地利用対策委員会提案事項 共栄興産　熱海別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 117 土地利用対策委員会提案事項 土肥リゾート基地建設計画 昭和４８年度

3452 118 土地利用対策委員会提案事項 飛弾製作所掛川工場建設計画 昭和４８年度

3452 119 土地利用対策委員会提案事項 稲取自然公園建設計画 昭和４８年度

3452 120 土地利用対策委員会提案事項 大井川宅地造成計画 昭和４８年度

3452 121 土地利用対策委員会提案事項 土砂堆積場造成計画 昭和４８年度

3452 122 土地利用対策委員会提案事項 三菱鉛筆工場建設計画 昭和４８年度

3452 123 土地利用対策委員会提案事項 相良カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 124 土地利用対策委員会提案事項 掛川カントリークラブ建設計画 昭和４８年度
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3452 125 土地利用対策委員会提案事項 藤枝グランド建設計画 昭和４８年度

3452 126 土地利用対策委員会提案事項 伊豆洋らんパーク建設計画 昭和４８年度

3452 127 土地利用対策委員会提案事項 国際ユートピア変更計画 昭和４８年度

3452 128 土地利用対策委員会提案事項 するがカントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 129 土地利用対策委員会提案事項 榛原ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 130 土地利用対策委員会提案事項 天城湯ヶ島別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 131 土地利用対策委員会提案事項 御殿場スポーツ施設建設計画 昭和４８年度

3452 132 土地利用対策委員会提案事項 小山町砂利採取計画 昭和４８年度

3452 133 土地利用対策委員会提案事項 伸銅加工工場建設計画 昭和４８年度

3452 134 土地利用対策委員会提案事項 サッポロビール工場計画 昭和４８年度

3452 135 土地利用対策委員会提案事項 榛原ゴルフコース承継計画 昭和４８年度

3452 136 土地利用対策委員会提案事項 御殿場東コース建設計画 昭和４８年度

3452 137 土地利用対策委員会提案事項 サンユウゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 138 土地利用対策委員会提案事項 東名御殿場カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 139 土地利用対策委員会提案事項 菊川ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 140 土地利用対策委員会提案事項 三井ライン別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 141 土地利用対策委員会提案事項 天竜ヘルスリゾート建設計画 昭和４８年度

3452 142 土地利用対策委員会提案事項 カサハラゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 143 土地利用対策委員会提案事項 掛川宅地造成計画 昭和４８年度

3452 144 土地利用対策委員会提案事項 小田原ゴルフクラブ建設計画 昭和４８年度

3452 145 土地利用対策委員会提案事項 河津別荘分譲地造成計画 昭和４８年度
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3452 146 土地利用対策委員会提案事項 駿河カントリークラブ建設計画 昭和４８年度

3452 147 土地利用対策委員会提案事項 静清興発ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 148 土地利用対策委員会提案事項 大林不動産別荘等造成計画 昭和４８年度

3452 149 土地利用対策委員会提案事項 原種鶏農場建設計画 昭和４８年度

3452 150 土地利用対策委員会提案事項 南天城ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 151 土地利用対策委員会提案事項 賀茂観光開発ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 152 土地利用対策委員会提案事項 マルマンゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 153 土地利用対策委員会提案事項 芝川ゴルフコース建設計画 昭和４８年度

3452 154 土地利用対策委員会提案事項 引佐ゴルフ場建設計画 昭和４８年度

3452 155 土地利用対策委員会提案事項 日石興産別荘等建設計画 昭和４８年度

3452 156 土地利用対策委員会提案事項 東伊豆別荘分譲地造成計画 昭和４８年度

3452 157 土地利用対策委員会提案事項 牧場公園建設計画 昭和４８年度

3452 158 土地利用対策委員会提案事項 御殿場スポーツ施設建設計画 昭和４８年度

3452 159 土地利用対策委員会提案事項 大昭和工場緑化計画 昭和４８年度

3452 160 土地利用対策委員会提案事項
昭和48年度土地利用対策委員会承認案件一覧（本
審査）

昭和４８年度

3452 161 土地利用対策委員会提案事項
昭和48年度土地利用対策委員会承認案件一覧（事
前審査）

昭和４８年度

3453 1 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.28
(決)昭48. 5. 4

土地対策課

3453 2 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.14
(決)昭48. 5.16

土地対策課

3453 3 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.24
(決)昭48. 5.29

土地対策課

3453 4 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 4
(決)昭48. 6. 4

土地対策課

3453 5 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.13
(決)昭48. 6.16

土地対策課
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3453 6 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.29
(決)昭48. 7. 2

土地対策課

3453 7 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 7
(決)昭48. 7.11

土地対策課

3453 8 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.27
(決)昭48. 7.31
(施)昭48. 7.31

土地対策課

3453 9 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度 (起)昭48. 8. 1 土地対策課

3453 10 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度 (起)昭48. 8.29 土地対策課

3453 11 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.21
(決)昭48. 8.21

土地対策課

3453 12 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.26
(決)昭48. 9.26

土地対策課

3453 13 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.20
(決)昭48. 9.20

土地対策課

3453 14 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.20
(決)昭48. 9.20

土地対策課

3453 15 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度 (起)昭48.10. 9 土地対策課

3453 16 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度 (起)昭49. 1. 5 土地対策課

3453 17 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度 (起)昭48.10.30 土地対策課

3453 18 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度 (起)昭48.10.23 土地対策課

3453 19 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48.11.21
(決)昭48.11.21

土地対策課

3453 20 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48.11.21
(決)昭48.11.21

土地対策課

3453 21 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48.12.13
(決)昭48.12.13

土地対策課

3453 22 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭48.12.20
(決)昭48.12.20

土地対策課

3453 23 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.10
(決)昭49. 1.10

土地対策課

3453 24 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.30
(決)昭49. 1.30

土地対策課

3453 25 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.19
(決)昭49. 1.19

土地対策課

3453 26 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 1
(決)昭49. 2. 1

土地対策課
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3453 27 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.21
(決)昭49. 2.21

土地対策課

3453 28 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 1
(決)昭49. 3. 1

土地対策課

3454 1 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 事前協議申出書
産報アサヒカン
トリー倶楽部

3454 2 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料
開発事業に関する環境事前調査報告書提出につい
て

昭和５０年度
産報アサヒカン
トリー倶楽部

3454 3 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 白糸カントリー倶楽部事業計画 昭和５０年度
日原観光開発株
式会社

3454 4 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 雨水排水計画　雨量計算書
日原観光開発株
式会社

3454 5 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 事前協議申出書 昭和５０年度
三井不動産株式
会社

3454 6 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 事前協議申出書 昭和５０年度
フジコーハツ株
式会社

3454 7 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 事前協議申出書 昭和５０年度
小田急電鉄株式
会社

3454 8 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 事前協議申出書 昭和５０年度
富士急行株式会
社

3454 9 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 事前協議申出書 昭和５０年度
富士観光株式会
社

3454 10 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 富士桜自然墓地公園事業計画概要書 昭和５０年度 創価学会

3454 11 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 雨水排水計画　雨量計算書 昭和５０年度 創価学会

3454 12 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 事前協議申出書 昭和５０年度
大昭和観光株式
会社

3454 13 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 事前協議申出書 昭和５０年度
富士白糸開発株
式会社

3454 14 土地利用ゴルフ場等激変緩和資料 調整池計画概要書 昭和５０年度
富士白糸開発株
式会社

3455 1 新居関保存修理 昭和46年度新居町歳入歳出予算決議書 昭和４６年度

3455 2 新居関保存修理 昭和45年度文化財保存事業実績報告書 昭和４６年度
新居関跡　新居
町長

3456 1
旧見付学校保存修理事業　県費　
No.１

昭和50年度文化財保存費補助金（県費）（史跡旧
見付学校附磐田文庫保存修理事業）の額の確定に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.22
(決)昭51. 4.26
(施)昭51. 4.28

文化課

3456 2
旧見付学校保存修理事業　県費　
No.１

史跡旧見付学校保存修理事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 4.10 磐田市長
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3456 3
旧見付学校保存修理事業　県費　
No.１

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3.17

文化財課

3456 4
旧見付学校保存修理事業　県費　
No.１

文化財保存費補助金交付申請書 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 3 磐田市長

3457 1 旧見付学校保存修理事業　国費
昭和50年度文化財保存費補助金（史跡旧見付学校
附磐田文庫保存修理事業）の請求書の提出につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.19
(施)昭51. 4.19

文化課

3457 2 旧見付学校保存修理事業　国費
昭和50年度文化財保存費補助金（史跡旧見付学校
附磐田文庫保存修理事業）の額の確定について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.17
(施)昭51. 4.17

文化課

3457 3 旧見付学校保存修理事業　国費
昭和50年度文化財（史跡旧見付学校）保存事業実
績報告書

昭和５１年度 (収)昭51. 4.10 磐田市長

3457 4 旧見付学校保存修理事業　国費
史跡旧見付学校保存修理工事指導係官の派遣につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 2.12
(決)昭51. 2.14
(施)昭51. 2.14

文化財室

3457 5 旧見付学校保存修理事業　国費
史跡旧見付学校附磐田文庫保存修理事業費補助金
交付決定について

昭和５０年度
(起)昭50.10.27
(決)昭50.10.29
(施)昭50.10.29

文化財室

3457 6 旧見付学校保存修理事業　国費
昭和50年度文化財保存事業費補助金交付申請書に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 4
(決)昭50. 7. 7
(施)昭50. 7. 9

社会教育課

3458 1
旧見付学校保存修理事業　県費　
No.２

昭和51年度文化財保存費補助金（史跡旧見付学校
保存修理事業）の額の確定について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.18
(決)昭52. 4.25
(施)昭52. 4.25

文化課

3458 2
旧見付学校保存修理事業　県費　
No.２

文化財保存事業実績報告書の提出について 昭和５１年度 (収)昭52. 3.31
磐田市教育委員
会教育長

3458 3
旧見付学校保存修理事業　県費　
No.２

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.24
(決)昭52. 3.31

文化課

3458 4
旧見付学校保存修理事業　県費　
No.２

昭和51年度文化財保存事業費交付申請書の提出に
ついて

昭和５１年度 (収)昭52. 3.23
磐田市教育委員
会教育長

3459 1 史跡山中城址環境整備事業　県費
昭和49年度，文化財保存費補助金（史跡山中城址
環境整備事業）の額の確定について

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 9
(決)昭50. 5.13
(施)昭50. 5.13

社会教育課

3459 2 史跡山中城址環境整備事業　県費 文化財保存費補助金の交付決定について 昭和４９年度 社会教育課

3460 1 昭和41年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和41年２月25日開会　
昭和41年３月18日閉会

昭和４０年度
議会事務局議事
課

3460 2 昭和41年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和41年６月30日開会　
昭和41年７月14日閉会

昭和４１年度
議会事務局議事
課

3460 3 昭和41年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和41年９月30日開会　
昭和41年10月８日閉会

昭和４１年度
議会事務局議事
課

3460 4 昭和41年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和41年11月30日開会　
昭和41年12月７日閉会

昭和４１年度
議会事務局議事
課

3461 1 昭和43年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和43年２月27日開会　
昭和43年３月21日閉会

昭和４２年度
議会事務局議事
課

3461 2 昭和43年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和43年６月29日開会　
昭和43年７月15日閉会

昭和４３年度
議会事務局議事
課
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3461 3 昭和43年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和43年９月26日開会　
昭和43年10月７日閉会

昭和４３年度
議会事務局議事
課

3461 4 昭和43年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和43年11月30日開会　
昭和43年12月７日閉会

昭和４３年度
議会事務局議事
課

3461 5 昭和43年静岡県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和43年12月21日開会　
昭和43年12月21日閉会

昭和４３年度
議会事務局議事
課

3462 1 昭和44年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和44年２月28日開会　
昭和44年３月20日閉会

昭和４３年度
議会事務局議事
課

3462 2 昭和44年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和44年６月27日開会　
昭和44年７月５日閉会

昭和４４年度
議会事務局議事
課

3462 3 昭和44年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和44年９月29日開会　
昭和44年10月11日閉会

昭和４４年度
議会事務局議事
課

3462 4 昭和44年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和44年11月29日開会　
昭和44年12月６日閉会

昭和４４年度
議会事務局議事
課

3463 1 昭和45年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和45年２月28日開会　
昭和45年３月20日閉会

昭和４４年度
議会事務局議事
課

3463 2 昭和45年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和45年６月30日開会　
昭和45年７月９日閉会

昭和４５年度
議会事務局議事
課

3463 3 昭和45年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和45年９月28日開会　
昭和45年10月９日閉会

昭和４５年度
議会事務局議事
課

3463 4 昭和45年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和45年11月28日開会　
昭和45年12月５日閉会

昭和４５年度
議会事務局議事
課

3464 1 昭和46年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和46年２月27日開会　
昭和46年３月15日閉会

昭和４５年度
議会事務局議事
課

3464 2 昭和46年静岡県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和46年５月10日開会　
昭和46年５月10日閉会

昭和４６年度
議会事務局議事
課

3464 3 昭和46年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和46年６月30日開会　
昭和46年７月10日閉会

昭和４６年度
議会事務局議事
課

3464 4 昭和46年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和46年９月28日開会　
昭和46年10月９日閉会

昭和４６年度
議会事務局議事
課

3464 5 昭和46年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和46年11月29日開会　
昭和46年12月８日閉会

昭和４６年度
議会事務局議事
課

3465 1 昭和47年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和47年２月26日開会　
昭和47年３月17日閉会

昭和４６年度
議会事務局議事
課

3465 2 昭和47年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和47年６月30日開会　
昭和47年７月８日閉会

昭和４７年度
議会事務局議事
課

3465 3 昭和47年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和47年９月28日開会　
昭和47年10月11日閉会

昭和４７年度
議会事務局議事
課

3465 4 昭和47年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和47年11月30日開会　
昭和47年12月19日閉会

昭和４７年度
議会事務局議事
課

3465 5 昭和47年静岡県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和48年１月12日開会　
昭和48年１月16日閉会

昭和４７年度
議会事務局議事
課
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3466 1 昭和48年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和48年２月27日開会　
昭和48年３月20日閉会

昭和４７年度
議会事務局議事
課

3466 2 昭和48年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和48年６月29日開会　
昭和48年７月９日閉会

昭和４８年度
議会事務局議事
課

3466 3 昭和48年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和48年９月27日開会　
昭和48年10月12日閉会

昭和４８年度
議会事務局議事
課

3466 4 昭和48年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和48年11月26日開会　
昭和48年12月６日閉会

昭和４８年度
議会事務局議事
課

3467 1 昭和49年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和49年２月27日開会　
昭和49年３月20日閉会

昭和４８年度
議会事務局議事
課

3467 2 昭和49年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和49年６月10日開会　
昭和49年７月27日閉会

昭和４９年度
議会事務局議事
課

3467 3 昭和49年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和49年９月27日開会　
昭和49年10月12日閉会

昭和４９年度
議会事務局議事
課

3467 4 昭和49年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和49年11月30日開会　
昭和49年12月10日閉会

昭和４９年度
議会事務局議事
課

3468 1 昭和50年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和50年２月27日開会　
昭和50年３月17日閉会

昭和４９年度
議会事務局議事
課

3468 2 昭和50年静岡県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和50年５月12日開会　
昭和50年５月12日閉会

昭和５０年度
議会事務局議事
課

3468 3 昭和50年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和50年６月28日開会　
昭和50年７月９日閉会

昭和５０年度
議会事務局議事
課

3468 4 昭和50年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和50年９月12日開会　
昭和50年10月13日閉会

昭和５０年度
議会事務局議事
課

3468 5 昭和50年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和50年11月28日開会　
昭和50年12月12日閉会

昭和５０年度
議会事務局議事
課

3469 1 天竜市史々料所在目録　第１集 天竜市史々料所在目録　第１集 昭和４８年度
天竜市史編さん
室

3470 1 天竜市史々料所在目録　第２集 天竜市史々料所在目録　第２集 昭和４８年度
天竜市史編さん
室

3471 1 静岡県の百年 静岡県の百年 昭和４３年度

3472 1 静岡県の百年 静岡県の百年 昭和４３年度

3473 1 明治初期静岡県資料　第三巻 明治初期静岡県資料　第三巻 昭和４４年度

3474 1 明治初期静岡県資料　第五巻 明治初期静岡県資料　第五巻 昭和４５年度

3475 1 神奈川縣文化財図鑑　彫刻編 神奈川縣文化財図鑑　彫刻編 昭和４９年度

3476 1 事務決裁規定改正文書（46）
静岡県事務決裁規程及び静岡県許認可事項処理規
程の一部改正について伺

昭和４６年度
(起)昭46. 7.10
(決)昭46. 8.13

人事課
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3476 2 事務決裁規定改正文書（46）
静岡県事務決裁規程および静岡県許認可事項処理
規程の整備について（依頼）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.20
(決)昭46. 4.22

人事課

3477 1 事務決裁規定改正文書（47－１）
事務決裁規程及び許認可事項処理規程の改正につ
いて（照会）

昭和４７年度 (起)昭48. 1.26 人事課

3478 1 事務決裁規定改正文書（47－２）
静岡県事務決裁規程及び静岡県許認可事項処理規
程の一部改正について伺

昭和４７年度
(起)昭47. 6.12
(決)昭47. 6.30
(施)昭47. 6.30

人事課

3478 2 事務決裁規定改正文書（47－２）
静岡県事務決裁規程及び静岡県許認可事項処理規
程の整備について

昭和４６年度 (起)昭47. 2.15 人事課

3479 1 事務決裁規定改正文書（48）
静岡県事務決裁規程及び静岡県許認可事項処理規
程の一部改正について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.16
(施)昭48. 6.20

人事課

3480 1 事務決裁規定改正文書（49）
静岡県事務決裁規程及び静岡県許認可事項処理規
程の一部改正について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 6. 3
(決)昭49. 6.10

人事課

3480 2 事務決裁規定改正文書（49）
事務決裁規程及び許認可事項処理規程の改正につ
いて（照会）

昭和４８年度
(起)昭49. 2. 6
(決)昭49. 2.12
(施)昭49. 2.14

人事課

3481 1 秋葉調整池河床関係図面 秋葉調整池河床関係図面（59枚） 昭和４６年度

3482 1 48～50国庫補助金交付要綱
自治体病院特殊診療部門運営費補助金交付要綱の
制定について

昭和５０年度
(起)昭50.10.29
(決)昭50.11.15
(施)昭50.11.25

医務課

3482 2 48～50国庫補助金交付要綱
公的病院施設設備等整備資金利子補給補助金交付
要綱の制定について

昭和５０年度
(起)昭50.10.23
(決)昭50.10.27
(施)昭50.10.27

医務課

3482 3 48～50国庫補助金交付要綱
公的病院施設設備等整備資金利子補給補助金の申
請について

昭和４９年度 (起)昭50. 2.14 医務課

3482 4 48～50国庫補助金交付要綱
公的病院施設設備等整備資金利子補給補助金交付
要綱の制定について

昭和４９年度 (起)昭49.12.  医務課

3482 5 48～50国庫補助金交付要綱
公的病院特殊診療部門運営費補助金交付要綱の制
定について

昭和４９年度 (起)昭49.12.  医務課

3482 6 48～50国庫補助金交付要綱
昭和49年度へき地勤務医師等確保修学資金貸与補
助金の国庫補助について

昭和４９年度 (収)昭49. 5.27 厚生事務次官

3482 7 48～50国庫補助金交付要綱
へき地勤務医師等確保修学資金貸与事業の実施に
ついて

昭和４８年度 (収)昭49. 3.12
厚生省医務局総
務課長

3482 8 48～50国庫補助金交付要綱
県西部浜松医療センター施設等整備資金利子補給
補助金の交付申請について

昭和４９年度
(起)昭49.12.14
(決)昭49.12.19

医務課

3482 9 48～50国庫補助金交付要綱
県西部浜松医療センター施設等整備資金利子補給
補助金交付要綱の制定について

昭和４９年度
(起)昭49.12.14
(決)昭49.12.14

医務課

3482 10 48～50国庫補助金交付要綱
自治体不採算地区病院運営費補助金交付要綱の制
定について

昭和４９年度 (起)昭49.  .  医務課

3482 11 48～50国庫補助金交付要綱 自治体不採算地区病院運営費の国庫補助について 昭和４９年度 (収)昭49. 9.25 厚生事務次官

3482 12 48～50国庫補助金交付要綱
休日夜間診療所運営費補助金交付要綱の制定につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49.12.  医務課

3482 13 48～50国庫補助金交付要綱 休日夜間診療所運営費の国庫補助について 昭和４９年度 (収)昭49. 9.25 厚生事務次官
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3482 14 48～50国庫補助金交付要綱
公的病院特殊診療部門運営費補助金交付申請の提
出期限について

昭和４８年度
(起)昭49. 3.22
(決)昭49. 3.22

医務課

3482 15 48～50国庫補助金交付要綱
公的病院特殊診療部門運営費補助金交付要綱の制
定について

昭和４８年度
(起)昭49. 3.20
(決)昭49. 3.22

医務課

3482 16 48～50国庫補助金交付要綱
公的病院特殊診療部門運営費補助金の国庫補助に
ついて

昭和４８年度 (収)昭48. 9. 6 厚生事務次官

3482 17 48～50国庫補助金交付要綱
昭和48年度公的病院特殊診療部門運営費補助金交
付決定通知書

昭和４８年度 (収)昭49. 2.21 厚生大臣

3482 18 48～50国庫補助金交付要綱 公的医療機関整備費の国庫補助について 昭和４９年度
(起)昭49.10. 5
(施)昭49.10. 9

医務課

3482 19 48～50国庫補助金交付要綱 へき地医療対策費の国庫補助について 昭和４９年度
(起)昭49.10.15
(決)昭49.10.28

医務課

3482 20 48～50国庫補助金交付要綱 休日夜間診療確保対策費の国庫補助について 昭和４９年度 (収)昭49. 9.21 厚生事務次官

3482 21 48～50国庫補助金交付要綱
公的病院特殊診療部門運営費補助金の国庫補助に
ついて

昭和４９年度 (収)昭49. 9.21 厚生事務次官

3482 22 48～50国庫補助金交付要綱 へき地医療対策費の国庫補助について 昭和４９年度 (収)昭49.10. 5 厚生事務次官

3483 1 46～48県費補助金交付要綱
公的病院施設設備等整備資金利子補給補助金の申
請期限および通知について

昭和４８年度
(起)昭48.10.30
(決)昭48.11. 7
(施)昭48.11.10

医務課

3483 2 46～48県費補助金交付要綱
公的病院施設設備等整備資金利子補給補助金交付
要綱の制定について

昭和４８年度 (起)昭48. 8.26 医務課

3483 3 46～48県費補助金交付要綱
公的病院施設等整備資金利子補給補助金交付要綱
の制定について

昭和４７年度
(起)昭47.10.13
(決)昭47.11.25

医務課

3483 4 46～48県費補助金交付要綱
医師研修施設整備費補助金交付要綱の制定につい
て

昭和４７年度
(起)昭47.10.13
(決)昭47.11.16

医務課

3483 5 46～48県費補助金交付要綱
休日夜間救急医療センター整備費補助金交付要綱
の制定について

昭和４７年度
(起)昭47.10.14
(決)昭47.11.16

医務課

3483 6 46～48県費補助金交付要綱
救急医療協力促進費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 8.15
(決)昭47. 8.17

医務課

3483 7 46～48県費補助金交付要綱 補助金交付要綱の制定について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.28
(決)昭47. 8. 8

医務課

3483 8 46～48県費補助金交付要綱 補助金交付要綱の制定について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.20
(決)昭46. 9. 7

医務課

3483 9 46～48県費補助金交付要綱 補助金交付要綱の制定について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.30
(決)昭46. 8.11

医務課

3483 10 46～48県費補助金交付要綱 補助金交付要綱の制定について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.16
(決)昭46. 8.17

医務課

3483 11 46～48県費補助金交付要綱 補助金交付要綱の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.14
(決)昭46. 8. 9
(施)昭46. 8.10

医務課

3483 12 46～48県費補助金交付要綱
歯科技工士養成施設整備費補助金交付要綱の制定
について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.10
(決)昭46. 8. 4

医務課
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3484 1 低体位対策 静岡県体力増強懇談会運営要領

3484 2 低体位対策 健康増進対策事務引継書 昭和４８年度

3484 3 低体位対策 「姿勢と生活」の送付について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.12
(決)昭48. 9.12
(施)昭48. 9.12

保健予防課

3484 4 低体位対策 昭和48年度健康増進普及運動の実施について 昭和４８年度 (収)昭48. 9. 4
厚生省公衆衛生
局長

3484 5 低体位対策 健康増進関連施設実態調査について（照会） 昭和４８年度
(起)昭48.10.19
(決)昭48.10.22
(施)昭48.10.22

保健予防課

3484 6 低体位対策
静岡県体力増強懇談会にかかる協議事項および資
料の提出について（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48.10.13
(決)昭48.10.15
(施)昭48.10.15

保健予防課

3484 7 低体位対策 健康増進関連施設実態調査について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48.11. 8
(決)昭48.11. 9
(施)昭48.11. 9

保健予防課

3484 8 低体位対策 昭和50年度学校保健統計調査結果速報 昭和５０年度

3484 9 低体位対策 昭和51年度学校保健統計調査結果速報 昭和５１年度

3484 10 低体位対策 昭和47年度学校保健統計調査速報 昭和４７年度

3484 11 低体位対策 昭和47年度学校保健統計調査速報 昭和４７年度

3484 12 低体位対策 昭和48年度学校保健統計調査結果速報 昭和４８年度

3484 13 低体位対策
大きく強くたくましく　－あすの静岡県をになう
学童の体位体力の向上をめざして－

3484 14 低体位対策 健康つくりは食生活から 昭和４９年度

3484 15 低体位対策 「ニンニク」の栄養価等について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46.12.24
(決)昭46.12.26
(施)昭46.12.27

予防課

3484 16 低体位対策 本県児童・生徒の体格・体力の現状 昭和４６年度

3485 1
富士浮島工業団地関係資料　No.
１

圃場整備事業のてびき

3485 2
富士浮島工業団地関係資料　No.
１

工場等集団化事業実施計画書 昭和４８年度 (収)昭48. 6.15
富士金属工業団
地協同組合理事
長

3485 3
富士浮島工業団地関係資料　No.
１

富士金属工業団地２次計画事業　進出企業工場建
屋計画図

昭和４８年度 (収)昭48. 7.10

3485 4
富士浮島工業団地関係資料　No.
１

富士市浮島工業団地建設予定地地盤調査報告書 昭和４７年度 (収)昭47. 5.  
竹中工務店技術
研究所
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3485 5
富士浮島工業団地関係資料　No.
１

富士市浮島工業団地化計画経緯

3485 6
富士浮島工業団地関係資料　No.
１

静岡県土地利用対策委員会提出議案について 昭和４７年度 (起)昭48. 2. 6 工業課

3485 7
富士浮島工業団地関係資料　No.
１

復命書（富士浮島工業団地（協）設立のヒヤリン
グ）

昭和４７年度 (起)昭47. 9. 6 工業課

3486 1
富士浮島工業団地関係資料　No.
２

富士市浮島工業用団地（協）工場移転用地造成事
業計画の概要

昭和４８年度

3487 1 富士浮島工業団地関係綴 復命書（浮島団地第２回全体会議） 昭和４９年度 (起)昭49. 8. 6 工業課

3487 2 富士浮島工業団地関係綴 復命書（浮島団地事前研究会） 昭和４９年度 (起)昭49. 7.26 工業課

3487 3 富士浮島工業団地関係綴 復命書（浮島団地建設事前検討会下打合せ） 昭和４９年度 (起)昭49. 6.21 工業課

3487 4 富士浮島工業団地関係綴 高度化計画事前研究会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 8
(決)昭49. 7.10

工業課

3488 1
企業合同事業資金貸付金（下田船
渠他２社）

中小企業高度化事業実施状況調査報告書 昭和４６年度 (起)昭47. 3.25 中小企業課

3488 2
企業合同事業資金貸付金（下田船
渠他２社）

貸付金交付請求書提出について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭47. 3.18 工業課

3488 3
企業合同事業資金貸付金（下田船
渠他２社）

昭和46年度企業合同資金貸付金の決定について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.17
(決)昭47. 3.18

工業課

3488 4
企業合同事業資金貸付金（下田船
渠他２社）

昭和46年度企業合同資金貸付金内定について（う
かがい）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 1
(決)昭47. 3. 6
(施)昭47. 3. 7

工業課

3488 5
企業合同事業資金貸付金（下田船
渠他２社）

企業合同資金借入申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 2
(決)昭47. 3. 4
(施)昭47. 3. 6

工業課

3488 6
企業合同事業資金貸付金（下田船
渠他２社）

企業合同事業資金借入予備申請書提出について
（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.29
(決)昭47. 2. 2
(施)昭47. 2. 8

工業課

3489 1 沼津職業訓練校拡張事業
静岡県立沼津専修職業訓練校の拡張工事について
（協議）

昭和４６年度 (起)昭46.12.16 職業訓練課

3489 2 沼津職業訓練校拡張事業
県立沼津専修職業訓練校用地取得に伴う事務処理
について

昭和４６年度 (起)昭47. 3.14 職業訓練課

3489 3 沼津職業訓練校拡張事業 工事着工届について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭47. 2.10 職業訓練課

3489 4 沼津職業訓練校拡張事業
沼津専修職業訓練校拡張に伴う国有財産（道路）
の付替許可申請について

昭和４６年度 (起)昭46.12.25 職業訓練課

3489 5 沼津職業訓練校拡張事業
静岡県立沼津専修職業訓練校の拡張工事について
（協議）

昭和４６年度 (起)昭46. 7.19 職業訓練課

3489 6 沼津職業訓練校拡張事業 沼津専修職業訓練校用地取得に伴う登記について 昭和４６年度 (起)昭46.12.13 職業訓練課

3489 7 沼津職業訓練校拡張事業
沼津専修職業訓練校拡張事業用地取得に伴う更正
登記について

昭和４６年度 (起)昭46.12. 9 職業訓練課
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3489 8 沼津職業訓練校拡張事業 土地利用に関する申請書について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.12. 3
(決)昭46.12. 7

職業訓練課

3489 9 沼津職業訓練校拡張事業
土地収用法による土地の立入公告について（依
頼）

3490 1 静清職業訓練校拡張事業 道路使用許可申請について 昭和４６年度 (起)昭47. 2. 2 職業訓練課

3490 2 静清職業訓練校拡張事業 清水市道楠14号線の盛土許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.12.27 職業訓練課

3490 3 静清職業訓練校拡張事業
技能センター用地造成に伴う各種申請等について
（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46.12.15
(決)昭46.12.15

職業訓練課

3490 4 静清職業訓練校拡張事業 都市計画法第29条の事前協議について 昭和４６年度
(起)昭46.11.30
(決)昭46.12. 9

職業訓練課

3491 1 静岡県商店会連盟連合会補助金 補助金の交付について（確定） 昭和４８年度 (起)昭48. 4.28 中小企業課

3491 2 静岡県商店会連盟連合会補助金
静岡県商店会連盟連合会補助金の変更承認につい
て

昭和４７年度 中小企業課

3491 3 静岡県商店会連盟連合会補助金 補助金の交付決定について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.12 中小企業課

3492 1
中小企業高度化資金貸付事務委託
関係

中小企業高度化資金貸付事務委託について 昭和４８年度 (起)昭48. 4. 2 繊維雑貨課

3493 1 伝統工芸 伝統的工芸品産業地方協議会

3493 2 伝統工芸 静岡県伝統的工芸品（民芸品）一覧表

3493 3 伝統工芸 伝統的工芸品の指定に関する現地調査について

3493 4 伝統工芸 民芸産業振興の考え方と対策の方向について 昭和４８年度

3493 5 伝統工芸
伝統的工芸品指定申出に関する事前事務打合せ結
果について

3493 6 伝統工芸 静岡竹工芸協同組合　静岡千筋クラブ会員名簿 昭和５０年度

3493 7 伝統工芸 静岡市の竹細工

3493 8 伝統工芸 伝統的工芸品産業例規集

3494 1 協同組合焼津水産加工センター綴
（協）焼津水産加工センター高度化事業に係る予
算措置等について

昭和４８年度 (起)昭48.12.19 中小企業課

3494 2 協同組合焼津水産加工センター綴
（協）焼津水産加工センター建設診断勧告の対応
策について

昭和４８年度 (収)昭48.12. 8
中小企業総合指
導所長

3494 3 協同組合焼津水産加工センター綴 建設診断の勧告について 昭和４８年度 (収)昭48.11.16
中小企業総合指
導所長
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3494 4 協同組合焼津水産加工センター綴 県土地利用委員会幹事会に於ける指導事項 昭和４８年度

3494 5 協同組合焼津水産加工センター綴 昭和47年度第１回事業報告書 昭和４７年度
協同組合焼津水
産加工センター

3494 6 協同組合焼津水産加工センター綴 静岡県鰹節類産地診断の結果について 昭和４７年度 (収)昭48. 3.22
静岡県中小企業
総合指導所長

3494 7 協同組合焼津水産加工センター綴
高度化資金（工場等集団化）貸付に係る診断につ
いて（依頼）

昭和４７年度
(起)昭47.11. 9
(施)昭47.11.10

中小企業課

3494 8 協同組合焼津水産加工センター綴
高度化事業（工場等集団化資金）貸付対象物件期
限前着工の承認について

昭和４７年度
(起)昭47.11.10
(決)昭47.11.16
(施)昭47.11.16

中小企業課

3494 9 協同組合焼津水産加工センター綴 事業団の事前研修会開催について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.26 中小企業課

3494 10 協同組合焼津水産加工センター綴
高度化事業計画事前研究会の実施申込について
（焼津鰹節組合）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.22
(決)昭47. 7.24
(施)昭47. 7.24

中小企業課

3495 1
協同組合焼津水産加工センター共
同事業計画図面

協同組合焼津水産加工センター共同事業計画図面 昭和４８年度

3496 1
工場等集団化事業実施計画書（焼
津水産加工センター）

工場等集団化事業実施計画書 昭和４７年度 (収)昭47.10.30
協同組合焼津水
産加工センター

3497 1 静岡共同福祉施設建設関係綴
静岡工業団地文化センター建設補助金の交付方お
願いについて

昭和４６年度 (収)昭46. 7.30
静岡機械金属工
業団地協同組合
長

3497 2 静岡共同福祉施設建設関係綴 共同福祉施設設置申請書の提出について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.16
(決)昭46. 8.23
(施)昭46. 8.23

失業保険課

3497 3 静岡共同福祉施設建設関係綴 土地使用貸借契約書並びに覚書の送付について 昭和４６年度
(起)昭46.10.25
(決)昭46.10.26
(施)昭46.10.26

失業保険課

3497 4 静岡共同福祉施設建設関係綴 昭和46年度共同福祉施設の設置決定について 昭和４６年度
(起)昭46.11.12
(決)昭46.11.16
(施)昭46.11.16

失業保険課

3497 5 静岡共同福祉施設建設関係綴 共同福祉施設設置に伴う覚書の交換について 昭和４６年度
(起)昭46.11.13
(決)昭46.11.16
(施)昭46.11.16

失業保険課

3497 6 静岡共同福祉施設建設関係綴
静岡共同福祉施設（仮称）新築工事の現場説明及
び入札について

昭和４６年度 (収)昭46.12. 6
雇用促進事業団
理事長

3497 7 静岡共同福祉施設建設関係綴 静岡工業団地文化センター起工式について 昭和４６年度 (収)昭46.12.18
静岡機械金属工
業団地協同組合
理事長

3497 8 静岡共同福祉施設建設関係綴 固定資産税に関する調査依頼について 昭和４６年度
(起)昭46.10.16
(決)昭46.10.17
(施)昭46.10.18

失業保険課

3497 9 静岡共同福祉施設建設関係綴 住居表示に伴う地番の変更について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.25
(決)昭54. 5.28
(施)昭54. 5.28

雇用保険課

3497 10 静岡共同福祉施設建設関係綴 静岡共同福祉施設増築工事に係る変更について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 4
(施)昭54. 7. 6

雇用保険課

3497 11 静岡共同福祉施設建設関係綴 静岡共同福祉施設増築工事に係る変更について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.13
(施)昭54. 5. 7

雇用保険課
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3498 1
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

昭和48年度建設予定の勤労青少年体育施設等の調
査について

昭和４７年度
(起)昭48. 2.28
(決)昭48. 3. 3
(施)昭48. 3. 3

失業保険課

3498 2
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

昭和48年度勤労青少年体育施設等の建設に関する
打合会の開催について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.24
(決)昭48. 3.31

失業保険課

3498 3
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

復命書（勤労青少年体育センター等建設計画打合
会）

昭和４８年度 (起)昭48. 4.12 失業保険課

3498 4
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

市（又は町）に委託する場合の工事に係る委託契
約書及び当該委託契約に基づく工事請負人との請
負契約書の送付について

昭和４８年度
(起)昭48. 6.20
(決)昭48. 6.21

失業保険課

3498 5
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

昭和48年度建設にかかる磐田市勤労青少年体育セ
ンター用地調査書及び付属資料について（伺）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.21
(施)昭48. 6.21

失業保険課

3498 6
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

昭和48年度建設にかかる勤労青少年体育センター
用地決定について

昭和４８年度
(起)昭48. 7.21
(決)昭48. 8. 2

失業保険課

3498 7
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター設置に関する覚書等
について

昭和４８年度
(起)昭48. 8.16
(決)昭48. 8.16
(施)昭48. 8.17

失業保険課

3498 8
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター設置に伴う覚書の交
換について

昭和４８年度 (起)昭48. 9.10 失業保険課

3498 9
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター設置に伴う覚書の交
換について

昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(施)昭48. 9.13

失業保険課

3498 10
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター設置に関する覚書の
締結について（伺）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.25
(決)昭48. 8.13

失業保険課

3498 11
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

勤労青少年体育施設に関する陳情書の提出につい
て伺

昭和４８年度
(起)昭48. 8.23
(決)昭48. 8.23

失業保険課

3498 12
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

勤労青少年体育施設建設にかかる委託契約の締結
について（通知）

昭和４８年度 (収)昭48. 9.17
雇用促進事業団
理事長

3498 13
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

勤労青少年体育センター設置に関する陳情書 昭和４８年度
(起)昭48.10.12
(決)昭48.10.12

失業保険課

3498 14
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

勤労青少年体育施設（農村教養文化体育施設を含
む）の設置要望について

昭和４８年度
(起)昭48.11.29
(決)昭48.11.29

失業保険課

3498 15
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田市勤労青少年体育館基本設計書変更打合せ 昭和４８年度

3498 16
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター敷地にかかる土地使
用貸借契約について

昭和４８年度 (収)昭49. 3.28
雇用促進事業団
理事長

3498 17
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター施設建設工事にかか
る委託契約期間の延長について

昭和４９年度
(起)昭49. 6. 6
(決)昭49. 6.10
(施)昭49. 6.11

失業保険課

3498 18
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター建設の変更契約書に
ついて

昭和４９年度
(起)昭49. 6.19
(決)昭49. 6.20
(施)昭49. 6.20

失業保険課

3498 19
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター建設にかかる委託契
約（実施期間）の変更について

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 1
(決)昭49. 8. 7
(施)昭49. 8. 8

失業保険課

3498 20
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター建設に伴う関係書類
の提出について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.15
(決)昭49. 8.19
(施)昭49. 8.19

失業保険課
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3498 21
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター落成式について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.15
(決)昭49. 8.16

失業保険課

3498 22
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター竣工に伴う記事投稿
について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.30
(決)昭49. 8.31

失業保険課

3498 23
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

委託施設の管理運営状況等調査について 昭和４９年度
(起)昭49.10.16
(決)昭49.10.18
(施)昭49.10.18

失業保険課

3498 24
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター建設に伴う関係書類
の提出について

昭和４９年度
(起)昭49.12.27
(決)昭50. 1. 8
(施)昭50. 1. 8

失業保険課

3498 25
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センターの運営について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.19
(決)昭50. 2.19
(施)昭50. 2.19

失業保険課

3498 26
磐田勤労青少年体育センター関係
綴

磐田勤労青少年体育センター建設にかかる財産図
について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.18
(決)昭50. 4.22
(施)昭50. 4.22

失業保険課

3499 1 長泉町工業団地協同組合資料綴 長泉町八分平地先農業生産状況について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.24 長泉町長

3499 2 長泉町工業団地協同組合資料綴 公害防止のための建設譲渡業務の手引き 昭和５０年度 公害防止事業団

3499 3 長泉町工業団地協同組合資料綴 農地転用許可基準の特別措置について（副申） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.17
(決)昭54. 2.19

総務課

3499 4 長泉町工業団地協同組合資料綴 農地転用基準の特例について（副申） 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 1 総務課

3499 5 長泉町工業団地協同組合資料綴 復命書（長泉町工業団地計画について） 昭和５３年度 (起)昭53. 9. 6 総務課

3499 6 長泉町工業団地協同組合資料綴 復命書（長泉町工業団地計画の説明） 昭和５３年度 (起)昭53. 8.29 総務課

3499 7 長泉町工業団地協同組合資料綴 復命書（長泉町工業団地計画の説明） 昭和５３年度 (起)昭53. 8.22 総務課

3499 8 長泉町工業団地協同組合資料綴 不動産鑑定評価書 昭和５３年度 (収)昭53. 6.14
駿河不動産鑑定
事務所

3499 9 長泉町工業団地協同組合資料綴 長泉町工業団地造成計画の経緯 昭和５３年度

3499 10 長泉町工業団地協同組合資料綴
吉田地区工場移転用地造成事業にかかる農地法第
５条の規定による許可申請について（伺）

昭和５０年度
(起)昭51. 2.18
(決)昭51. 2.20

公害防止事業団

3499 11 長泉町工業団地協同組合資料綴
公害防止事業団による長泉工業団地造成事業につ
いて

昭和５２年度 (収)昭52. 7.16 水質保全課長

3499 12 長泉町工業団地協同組合資料綴
公害防止事業団による長泉工業団地造成事業につ
いて

昭和５２年度 (収)昭52. 6.23 水質保全課長

3499 13 長泉町工業団地協同組合資料綴 長泉町基本構想実施計画（昭和53年～昭和55年） 長泉町

3499 14 長泉町工業団地協同組合資料綴 長泉町基本構想（昭和51年～昭和60年） 長泉町

3499 15 長泉町工業団地協同組合資料綴 公害防止事業団業務案内 昭和５２年度 公害防止事業団
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3499 16 長泉町工業団地協同組合資料綴 事業実施状況一覧 昭和５２年度 公害防止事業団

3499 17 長泉町工業団地協同組合資料綴 建設譲渡業務の手引き 昭和５２年度 公害防止事業団

3499 18 長泉町工業団地協同組合資料綴
農振地域（農用地）指定地内工業団地造成事業計
画について

3499 19 長泉町工業団地協同組合資料綴 第１回通常総会 昭和５２年度
長泉工業団地協
同組合

3499 20 長泉町工業団地協同組合資料綴 長泉工業団地協同組合定款 昭和５２年度
長泉工業団地協
同組合

3500 1
48東富士農業整備事業造成財産譲
与関係綴

復命書（東富士演習場周辺補償工事による造成財
産の処理について）

昭和４９年度 (起)昭50. 1.18 農地管理課

3500 2
48東富士農業整備事業造成財産譲
与関係綴

東富士演習場対策概要 昭和４１年度
県企画調整部調
整課

3500 3
48東富士農業整備事業造成財産譲
与関係綴

行政財産の使用許可について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.31
(決)昭49. 2. 1
(施)昭49. 2. 1

農地管理課

3500 4
48東富士農業整備事業造成財産譲
与関係綴

東富士演習場周辺農業整備事業造成財産について 昭和４８年度 (収)昭49. 1.12
沼津土地改良事
務所長

3500 5
48東富士農業整備事業造成財産譲
与関係綴

東富士演習場周辺農業整備事業造成財産について 昭和４８年度
(起)昭48.11.21
(決)昭48.11.24
(施)昭48.11.24

農地管理課

3500 6
48東富士農業整備事業造成財産譲
与関係綴

東富士演習場周辺農業整備事業造成財産の譲与に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 7. 1
(決)昭48. 8.16
(施)昭48. 8.16

農地管理課

3500 7
48東富士農業整備事業造成財産譲
与関係綴

東富士演習場周辺農業整備事業造成財産の譲与に
ついて

昭和４７年度
(起)昭48. 3.16
(決)昭48. 3.26
(施)昭48. 3.26

県営事業課

3501 1
49東富士演習場周辺農業整備事業
造成財産譲与申請書

東富士演習場周辺農業整備事業に伴う用水補償と
して造成した財産の譲与について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 1
(決)昭50. 2. 7
(施)昭50. 2.10

農地管理課

3502 1
50東富士演習場地区補償事業造成
財産譲与書類

東富士演習場地区補償事業造成財産の譲与につい
て

昭和５０年度
(起)昭50.12.20
(決)昭50.12.25
(施)昭50.12.25

農地企画課

3503 1
土地改良財産使用申請書（国道１
号、島田バイパス、伊太谷川橋）

国営直轄大井川地区土地改良事業により造成され
た土地改良財産（土地）の他目的使用について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.18
(決)昭47. 4.19
(施)昭47. 4.19

県営事業課

3503 2
土地改良財産使用申請書（国道１
号、島田バイパス、伊太谷川橋）

国営直轄大井川地区の土地改良財産（土地）の他
目的使用について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.22
(施)昭47. 5.22

県営事業課

3504 1
46県有土地改良財産管理及び処分
台帳

県有土地改良財産管理及び処分台帳 昭和４６年度

3505 1
49県有土地改良財産管理及び処分
台帳

県有土地改良財産管理及び処分台帳 昭和４９年度

3506 1
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査（確定測量含）工程検査復命書 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 7 農地企画課

3506 2
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査（確定測量含）工程検査復命書 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 6 農地企画課

3506 3
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査（確定測量含）工程検査復命書 昭和５３年度 (起)昭54. 2.27 農地企画課
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3506 4
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５３年度 (起)昭53.12.14 農地企画課

3506 5
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５２年度 (起)昭53. 2.27 農地企画課

3506 6
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５２年度 (起)昭52. 8. 4 農地企画課

3506 7
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５２年度 (起)昭52. 5.30 農地企画課

3506 8
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５２年度 (起)昭52. 5.28 農地企画課

3506 9
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５２年度 (起)昭52. 5.28 農地企画課

3506 10
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５２年度 (起)昭52. 5.30 農地企画課

3506 11
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５１年度 (起)昭51.12.11 農地企画課

3506 12
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 3 農地企画課

3506 13
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和４９年度 (起)昭50. 3.26 農地企画課

3506 14
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和４９年度 (起)昭50. 3. 6 農地企画課

3506 15
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和４９年度 (起)昭49. 7.25 農地企画課

3506 16
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和４９年度 (起)昭49. 4.25 農地企画課

3506 17
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和４８年度 (起)昭48. 8. 4 農地企画課

3506 18
国土調査工程検査復命書（細江
町）

昭和47年度面積測定・辺長検査資料 昭和４７年度

3506 19
国土調査工程検査復命書（細江
町）

国土調査工程検査復命書 昭和４７年度 (起)昭47.10.30 県営企画課

3507 1 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 7
(決)昭47. 4.10
(施)昭47. 4.10

団体検査課

3507 2 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 7
(決)昭47. 4.14
(施)昭47. 4.14

団体検査課

3507 3 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.26
(決)昭47. 4.28
(施)昭47. 4.28

団体検査課

3507 4 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.26
(決)昭47. 4.28
(施)昭47. 4.28

団体検査課

3507 5 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.11
(決)昭47. 5.12
(施)昭47. 5.12

団体検査課
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3507 6 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.16
(決)昭47. 5.17
(施)昭47. 5.18

団体検査課

3507 7 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.17
(決)昭47. 5.17
(施)昭47. 5.18

団体検査課

3507 8 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.17
(決)昭47. 5.17
(施)昭47. 5.18

団体検査課

3507 9 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.19
(決)昭47. 5.19
(施)昭47. 5.19

団体検査課

3507 10 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.23
(決)昭47. 5.24
(施)昭47. 5.24

団体検査課

3507 11 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.22
(決)昭47. 5.24
(施)昭47. 5.24

団体検査課

3507 12 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.22
(決)昭47. 5.24
(施)昭47. 5.24

団体検査課

3507 13 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.24
(決)昭47. 5.25
(施)昭47. 5.25

団体検査課

3507 14 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.25
(決)昭47. 5.26
(施)昭47. 5.27

団体検査課

3507 15 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.25
(決)昭47. 5.26
(施)昭47. 5.27

団体検査課

3507 16 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.26
(決)昭47. 5.27
(施)昭47. 5.29

団体検査課

3507 17 47農業協同組合定款変更認可 農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.26
(決)昭47. 5.27
(施)昭47. 5.29

団体検査課

3508 1
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度野菜振興対策関係事業費（基幹野菜指
定産地近代化推進事業）補助金の交付確定につい
て

昭和４９年度
(起)昭49. 7.25
(決)昭49. 7.29
(施)昭49. 7.29

農産園芸課

3508 2
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度基幹野菜指定産地近代化推進事業費補
助金の額の確定通知について

昭和４９年度 (収)昭49. 7.24 関東農政局長

3508 3
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度基幹野菜指定産地近代化推進事業実績
報告について

昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6. 9

農産園芸課

3508 4
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度野菜振興対策関係事業（基幹野菜指定
産地近代化推進事業）実績報告書の協議について

昭和４９年度 (収)昭49. 4.30
中部農業事務所
長

3508 5
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

基幹野菜指定産地近代化推進事業について（実績
報告）

昭和４９年度 (収)昭49. 4.18
中遠農業事務所
長

3508 6
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度野菜振興対策関係補助金（基幹野菜指
定産地近代化推進事業）の交付について

昭和４８年度 (収)昭49. 3.26 関東農政局長

3508 7
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度基幹野菜指定産地近代化推進事業状況
報告および補助金概算払請求について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.28
(決)昭49. 3. 1
(施)昭49. 3. 2

農産園芸課

3508 8
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度野菜振興対策関係事業費補助金（基幹
野菜指定産地近代化推進事業）の交付決定につい
て

昭和４８年度
(起)昭49. 3.20
(決)昭49. 3.20
(施)昭49. 3.20

農産園芸課
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3508 9
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度野菜振興対策関係事業費補助金（基幹
野菜指定産地近代化推進事業）の交付決定につい
て

昭和４８年度
(起)昭49. 1.14
(決)昭49. 1.19
(施)昭49. 1.20

農産園芸課

3508 10
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和49年度野菜振興対策関係事業（野菜指定産地
近代化事業）補助金交付指令前の着工届について

中遠農業事務所
長

3508 11
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

昭和48年度基幹野菜指定産地近代化事業費補助金
交付申請書の提出について

昭和４８年度
(起)昭48.12.14
(決)昭48.12.14
(施)昭48.12.14

農産園芸課

3508 12
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

野菜振興対策関係事業費補助金（基幹野菜指定産
地近代化推進事業）交付申請書の協議について

昭和４８年度 (収)昭48.11.19
中部農業事務所
長

3508 13
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

野菜振興対策関係事業費補助金（基幹野菜指定産
地近代化推進事業）交付申請書の協議について

昭和４８年度 (収)昭48.11.21
中遠農業事務所
長

3508 14
48基幹野菜指定産地近代化推進事
業補助金関係

野菜振興対策関係事業費補助金（基幹野菜指定産
地近代化推進事業）の割当額内示について

昭和４８年度
(起)昭48.11.15
(決)昭48.11.16

農産園芸課

3509 1 東富士演習場周辺畜産事業一期分
補助金内訳書（昭和50年度東富士演習場周辺畜産
事業）

昭和５０年度 畜産課

3509 2 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金の
交付確定について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.13
(決)昭51. 8.27
(施)昭51. 8.27

畜産課

3509 3 東富士演習場周辺畜産事業一期分 補助金等金額確定通知書 昭和５１年度 (収)昭51. 8. 7
横浜防衛施設局
長

3509 4 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業実績報告書
の提出について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.17
(決)昭51. 7.19
(施)昭51. 7.19

畜産課

3509 5 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
の工事完了報告書の提出について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.22

畜産課

3509 6 東富士演習場周辺畜産事業一期分
東富士演習場周辺畜産事業補助金（出来高第１
回）申請書の提出について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5. 7
(施)昭51. 5.11

畜産課

3509 7 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
の着手報告書の送付について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.27
(決)昭51. 3.30
(施)昭51. 3.31

畜産課

3509 8 東富士演習場周辺畜産事業一期分
東富士演習場周辺畜産事業（１期分）補助金の交
付について（決定）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.10
(決)昭51. 3.10

畜産課

3509 9 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業補助金交付
申請書（第１期分）提出について（進達）

昭和５０年度 (収)昭51. 1.28
東富士畜産指導
所長

3509 10 東富士演習場周辺畜産事業一期分 補助金等交付決定通知書 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 9
横浜防衛施設局
長

3509 11 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
補助金等交付申請書の提出について（うかがい）

昭和５０年度 (起)昭51. 1.26 畜産課

3509 12 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業繰越理由書
の提出について

昭和５０年度 (起)昭51. 1.14 畜産課

3509 13 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金の
内示について

昭和５０年度
(起)昭50.12.25
(施)昭51. 1. 5

畜産課

3509 14 東富士演習場周辺畜産事業一期分 昭和50年度防衛施設周辺補助金内定通知について 昭和５０年度 (収)昭50.12.25
横浜防衛施設局
長
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3509 15 東富士演習場周辺畜産事業一期分 昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業計画書 昭和５０年度 (起)昭50. 9.30 畜産課

3509 16 東富士演習場周辺畜産事業一期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業計画書につ
いて

昭和５０年度 御殿場市長

3510 1 東富士演習場周辺畜産事業二期分
補助金内訳書（昭和50年度東富士演習場周辺畜産
事業　２期分）

昭和５０年度 畜産課

3510 2 東富士演習場周辺畜産事業二期分 補助金等金額確定通知書 昭和５１年度 (収)昭51. 4.14
横浜防衛施設局
長

3510 3 東富士演習場周辺畜産事業二期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業補助金（第
２期分）請求書の提出について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

畜産課

3510 4 東富士演習場周辺畜産事業二期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金
（２期分）の交付確定について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.26
(決)昭51. 5. 6
(施)昭51. 5. 6

畜産課

3510 5 東富士演習場周辺畜産事業二期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業実績報告書
（第２期分）の提出について

昭和５０年度 (収)昭51. 3.25
東富士畜産指導
所長

3510 6 東富士演習場周辺畜産事業二期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業（２期分）
工事完了報告書及び実績報告書の提出について
（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.27
(決)昭51. 3.27
(施)昭51. 3.27

畜産課

3510 7 東富士演習場周辺畜産事業二期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業（２期分）
の着手報告書の送付について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 9
(施)昭51. 3. 9

畜産課

3510 8 東富士演習場周辺畜産事業二期分 補助金の交付について（決定） 昭和５０年度 (起)昭51. 3. 1 畜産課

3510 9 東富士演習場周辺畜産事業二期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業補助金交付
申請書（第２期分）提出について

昭和５０年度 (収)昭51. 2. 9
東富士畜産指導
所長

3510 10 東富士演習場周辺畜産事業二期分 補助金等交付決定通知書 昭和５０年度 (収)昭51. 3.10
横浜防衛施設局
長

3510 11 東富士演習場周辺畜産事業二期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業（２期分）
補助金等交付申請書の提出について

昭和５０年度 (起)昭51. 2. 5 畜産課

3510 12 東富士演習場周辺畜産事業二期分
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金の
内示について

昭和５０年度
(起)昭50.12.25
(施)昭51. 1. 5

畜産課

3510 13 東富士演習場周辺畜産事業二期分 昭和50年度防衛施設周辺補助金内定通知について 昭和５０年度 (収)昭50.12.25
横浜防衛施設局
長

3510 14 東富士演習場周辺畜産事業二期分 東富士演習場周辺畜産事業補助金交付要綱

3510 15 東富士演習場周辺畜産事業二期分 東富士演習場地区畜産事業実施要領改正案

3510 16 東富士演習場周辺畜産事業二期分 東富士演習場地区畜産事業実施要領

3511 1 インドネシア林業事情調査事業①
マレーシア国立ケポン林業試験場見学についての
お願い

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 7
(決)昭46. 8. 9

林政課

3511 2 インドネシア林業事情調査事業① インドネシア林業調査団について 昭和４６年度 (起)昭46. 8. 9 造林課
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3511 3 インドネシア林業事情調査事業① 静岡県インドネシア林業調査団について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.28 林政課

3511 4 インドネシア林業事情調査事業①
インドネシア林業調査団メンバーリスト挨拶につ
いて（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 7.28
(決)昭46. 7.28

造林課

3511 5 インドネシア林業事情調査事業① 県職員インドネシア派遣推薦状について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 7.28
(決)昭46. 7.28

造林課

3511 6 インドネシア林業事情調査事業①
インドネシア林業調査団派遣事業の実施について
（依頼）

昭和４６年度
(起)昭46. 7. 5
(決)昭46. 7. 8

林政課

3511 7 インドネシア林業事情調査事業① 復命書（インドネシア林業調査準備） 昭和４６年度 (起)昭46. 5.11 林政課

3512 1 インドネシア林業事情調査事業② インドネシア林業調査団解団式開催について 昭和４６年度 (収)昭46. 9. 9
静岡県林業会議
所会頭

3512 2 インドネシア林業事情調査事業② インドネシア林業調査事後研修会の開催について 昭和４６年度 (収)昭46. 9. 9
静岡県林業会議
所会頭

3512 3 インドネシア林業事情調査事業② 南洋材懇話会開催について 昭和４６年度 (収)昭46. 9.28
静岡県南洋材開
発懇話会会長

3512 4 インドネシア林業事情調査事業② 静岡県インドネシア林業調査団の派遣について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.14
(決)昭46. 9.18
(施)昭46. 9.18

林政課

3512 5 インドネシア林業事情調査事業② 静岡県インドネシア林業調査団の派遣について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.14
(決)昭46. 9.18
(施)昭46. 9.18

林政課

3512 6 インドネシア林業事情調査事業② 南洋材の現地加工調査について（依頼） 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(決)昭46.10.29
(施)昭46.10.29

林政課

3512 7 インドネシア林業事情調査事業② 南洋材開発懇話会開催について 昭和４６年度 (収)昭46.12. 9
静岡県南洋材開
発懇話会会長

3512 8 インドネシア林業事情調査事業② 南洋材開発懇話会小委員会の開催について 昭和４６年度 (収)昭47. 1. 8
静岡県南洋材開
発懇話会会長

3512 9 インドネシア林業事情調査事業② 南洋材開発懇話会開催について 昭和４６年度 (収)昭47. 1.19
静岡県南洋材開
発懇話会会長

3512 10 インドネシア林業事情調査事業② 南方材利用木工産業振興事業について 繊維雑貨課

3512 11 インドネシア林業事情調査事業② 南洋材開発懇話会開催について 昭和４６年度 (収)昭47. 3.21
静岡県南洋材開
発懇話会会長

3512 12 インドネシア林業事情調査事業② インドネシアにおける企業立地調査について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.27
(決)昭47. 3.27

林政課

3512 13 インドネシア林業事情調査事業② 南洋材開発懇話会

3512 14 インドネシア林業事情調査事業② インドネシア林業調査団報告書の送付について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.22
(決)昭47. 5.22

林政課

3513 1 インドネシア調査事業① インドネシア調査最終報告会の開催について 昭和４７年度 (収)昭47. 5. 2
静岡県林業会議
所会頭

3513 2 インドネシア調査事業① 南洋材開発のための具体策検討会の開催について 昭和４７年度 (収)昭47. 5.26
静岡県南洋材開
発懇話会会長
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3513 3 インドネシア調査事業① 企業目論見書

3513 4 インドネシア調査事業① 南方懇話会例会 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 6

3513 5 インドネシア調査事業① 南方懇話会開催について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.19 南方懇話会会長

3513 6 インドネシア調査事業① 静岡県インドネシア株式会社の設立について

3513 7 インドネシア調査事業① 復命書（第３次インドネシア調査団準備） 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 6 林政課

3513 8 インドネシア調査事業① 定例会開催について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.28
静岡県南方懇話
会会長

3514 1 インドネシア調査事業② 静岡県林業、木材産業の視察について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.20
(決)昭47. 9.20

林政課

3514 2 インドネシア調査事業② 静岡県インドネシア調査団の派遣について 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 8
(決)昭47. 9. 9
(施)昭47. 9.11

林政課

3514 3 インドネシア調査事業② 贈物（木彫）の受領について 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 9
(決)昭47. 9. 9
(施)昭47. 9.11

林政課

3514 4 インドネシア調査事業② 静岡県インドネシア調査団の派遣について 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 6
(決)昭47. 9. 7

林政課

3514 5 インドネシア調査事業② 県職員インドネシア派遣推薦について 昭和４７年度 (起)昭47. 8. 9 林政課

3514 6 インドネシア調査事業② 後援名義使用について（回答） 昭和４７年度 (収)昭47. 8.14
静岡県貿易振興
会会長

3514 7 インドネシア調査事業②
第３次インドネシア調査団の派遣について（依
頼）

昭和４７年度
(起)昭47. 8. 1
(決)昭47. 8. 2

林政課

3514 8 インドネシア調査事業② 旅券早期作成依頼について 昭和４７年度
(起)昭47. 8. 1
(決)昭47. 8. 1
(施)昭47. 8. 1

林政課

3514 9 インドネシア調査事業② 復命書（第３次インドネシア調査団準備） 昭和４７年度 (起)昭47. 7.24 林政課

3514 10 インドネシア調査事業② 南方懇話会定例会 昭和４７年度 (収)昭47. 7.25

3514 11 インドネシア調査事業② 復命書（第３次インドネシア調査団準備） 昭和４７年度 (起)昭47. 7.18 林政課

3515 1 インドネシア調査事業③ 静岡県インドネシア（株）取締役会議次第 昭和４７年度 (収)昭47.11. 4
静岡県インドネ
シア（株）

3515 2 インドネシア調査事業③ インドネシア現地調査団員打合わせ会について 昭和４７年度 (収)昭47.11. 6
静岡県インドネ
シア株式会社社
長

3515 3 インドネシア調査事業③ 中部カリマンタンの調査について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 7
(決)昭47.11. 8
(施)昭47.11. 8

林政課
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3515 4 インドネシア調査事業③ 県職員インドネシア派遣推薦について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 7
(決)昭47.11. 8
(施)昭47.11. 8

林政課

3515 5 インドネシア調査事業③ 中部カリマンタンの調査について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 7
(決)昭47.11. 8
(施)昭47.11. 8

林政課

3515 6 インドネシア調査事業③ 中部カリマンタンの調査について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 8
(決)昭47.11. 8
(施)昭47.11.11

林政課

3515 7 インドネシア調査事業③ 復命書（中部カリマンタン調査班打合せ会） 昭和４７年度 (起)昭47.11. 9 林政課

3515 8 インドネシア調査事業③ 貴社員海外出張依頼について 昭和４７年度 (収)昭47.11. 9
静岡県インドネ
シア株式会社社
長

3515 9 インドネシア調査事業③
インドネシア森林調査団員第２回打合わせ会につ
いて

昭和４７年度 (収)昭47.11.11
静岡県インドネ
シア株式会社社
長

3515 10 インドネシア調査事業③
インドネシア山林調査団結団式及び激励会開催に
ついて

昭和４７年度 (収)昭47.11.13
静岡県インドネ
シア株式会社社
長

3515 11 インドネシア調査事業③ 復命書（中部カリマンタン調査班打合せ会） 昭和４７年度 (起)昭47.11.15 林政課

3515 12 インドネシア調査事業③
聴取書（インドネシア森林調査団の行動につい
て）

昭和４７年度 (収)昭47.12.21
三井物産（株）
清水支店

3515 13 インドネシア調査事業③
静岡県インドネシア株式会社山林調査団結団式次
第

昭和４７年度 (収)昭47.11.18

3515 14 インドネシア調査事業③
役員会並びに南方懇話会との合同会議開催につい
て

昭和４７年度 (収)昭47.12.13
静岡県インドネ
シア株式会社社
長

3515 15 インドネシア調査事業③ 知事招待による調査団慰労会のお知らせ 昭和４７年度 (収)昭47.12.23
静岡県インドネ
シア株式会社

3515 16 インドネシア調査事業③ インドネシア林業調査について 昭和４７年度
(起)昭47.12.27
(決)昭48. 1. 5

林政課

3515 17 インドネシア調査事業③ インドネシア林業調査について 昭和４７年度
(起)昭47.12.27
(決)昭48. 1. 5

林政課

3516 1
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

南洋材現地加工調査事業費補助金の交付確定につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 4.20
(決)昭48. 4.27
(施)昭48. 4.27

林政課

3516 2
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

南洋材現地加工調査事業費補助金の交付決定につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 7.14
(決)昭47. 7.31

林政課

3516 3
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

南洋材現地加工調査事業費補助金の交付要綱の制
定について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.19
(決)昭47. 6.20
(施)昭47. 6.20

林政課

3516 4
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

南洋材現地加工調査事業費補助金の交付要綱制定
について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.29
(決)昭47. 6. 9

林政課

3516 5
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

インドネシア林業調査事業費補助金の交付確定に
ついて

昭和４６年度
(起)昭47. 3.23
(決)昭47. 3.28
(施)昭47. 3.29

林政課
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3516 6
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

インドネシア林業調査事業費補助金の概算払いに
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 7.30
(決)昭46. 8. 2

林政課

3516 7
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

インドネシア林業調査事業費補助金の交付決定に
ついて

昭和４６年度 (起)昭46. 7.26 林政課

3516 8
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

インドネシア林業調査事業費補助金の交付要綱制
定について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.24
(決)昭46. 7.24
(施)昭46. 7.24

林政課

3516 9
インドネシア林業調査事業（補助
金関係）

インドネシア林業調査事業費補助金の交付要綱制
定について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.16
(決)昭46. 7.23

林政課

3517 1 インドネシア関係① 県職員インドネシア派遣推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48. 4.11
(決)昭48. 4.11
(施)昭48. 4.11

林政課

3517 2 インドネシア関係① インドネシア林野庁への謝礼・招待状 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 2
(決)昭48. 5. 2
(施)昭48. 5.10

林政課

3517 3 インドネシア関係①
本会被招へい者サムハ二・スカルジョノ氏に対す
る便宜供与についてのお礼

昭和４８年度 (収)昭48. 5. 9
日本貿易振興会
副理事長

3517 4 インドネシア関係① 弊社取締役会開催について 昭和４８年度 (収)昭48. 5.26
静岡県インドネ
シア株式会社社
長

3517 5 インドネシア関係①
昭和48年度海外技術研修員受入の事前打合会開催
について

昭和４８年度 (収)昭48. 6. 1 職業対策部長

3517 6 インドネシア関係①
復命書（昭和48年度海外技術研修員受入の事前打
合会）

昭和４８年度 (起)昭48. 6. 8 林政課

3517 7 インドネシア関係①
インドネシア共和国製材技術研修員の受入れにつ
いて（副申）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.12
(施)昭48. 6.12

林政課

3517 8 インドネシア関係① 静岡県インドネシア調査団報告書の送付について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.16
(決)昭48. 6.18
(施)昭48. 6.18

林政課

3517 9 インドネシア関係① 復命書（南方懇話会） 昭和４８年度 (起)昭48. 6.25 林政課

3517 10 インドネシア関係①
「海外森林資源造成事業団」の概要について（供
覧）

林政課

3517 11 インドネシア関係① 県職員インドネシア派遣推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48. 7.17
(決)昭48. 7.19
(施)昭48. 7.19

林政課

3517 12 インドネシア関係① インドネシア研修生の研修について 昭和４８年度 (起)昭48. 7.25 林政課

3517 13 インドネシア関係① インドネシア研修生の受入れ計画について 昭和４８年度 (起)昭48. 7.30 林政課

3517 14 インドネシア関係①
「インドネシア技術研修員を囲む懇親会」開催に
ついて

昭和４８年度 (収)昭48. 8.17
静岡県南方懇話
会

3517 15 インドネシア関係①
インドネシア技術研修員の研修受入れについて
（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.21
(決)昭48. 9.21
(施)昭48. 9.25

林政課

3517 16 インドネシア関係① 海外技術研修員スロソの研修期間変更について 昭和４８年度 (収)昭48.10.18 職業対策部長
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3517 17 インドネシア関係① チーク材払い下げに関する部長親書発行について 昭和４８年度
(起)昭48.10.27
(決)昭48.10.31

林政課

3518 1 インドネシア関係②
インドネシア造林とオイルパーム経営レポート提
出について

昭和４８年度 (収)昭48.11. 9
静岡県林業会議
所会頭

3518 2 インドネシア関係② 海外農林業開発推進体制の整備の必要性について 昭和４８年度 農林省

3518 3 インドネシア関係② ボウ氏、スパンディー氏招待懇親会開催について 昭和４８年度
(起)昭48.12.17
(決)昭48.12.17
(施)昭48.12.17

林政課

3518 4 インドネシア関係② 伺い（海外農林業開発公団設立要望書） 昭和４８年度
(起)昭48.12.15
(決)昭48.12.15

林政課

3518 5 インドネシア関係② 海外森林資源の造成について 昭和４８年度 林野庁

3518 6 インドネシア関係②
ジョハリ・ボウ社長から竹山知事への礼状に対す
る返信について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 2.16
(決)昭49. 2.26
(施)昭49. 3. 6

林政課

3518 7 インドネシア関係② 国際協力事業団法案

3518 8 インドネシア関係②
インドネシアにおける林業開発プロジェクトにつ
いて

3518 9 インドネシア関係②
海外資源問題講演会開催に伴う講師の派遣につい
て（依頼）

昭和４８年度 (収)昭49. 1.29
徳島県商工労働
部長

3519 1 インドネシア林野庁長官来静関係 静岡県の林業木材産業視察について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.17
(決)昭47. 5.19
(施)昭47. 5.19

林政課

3519 2 インドネシア林野庁長官来静関係
インドネシア共和国林野庁長官歓迎レセプション
開催について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.30
(決)昭47. 5.31
(施)昭47. 6. 1

林政課

3519 3 インドネシア林野庁長官来静関係 木材輸入協会ジャカルタ支部よりの電報 昭和４７年度 (起)昭47. 6. 1 林政課

3519 4 インドネシア林野庁長官来静関係
インドネシア林野庁スジャロウ長官一行の視察案
内について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.12
(決)昭47. 6.12
(施)昭47. 6.12

林政課

3519 5 インドネシア林野庁長官来静関係
インドネシア政府林業調査団関係の資料配布につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 6.15
(決)昭47. 6.15
(施)昭47. 6.15

林政課

3519 6 インドネシア林野庁長官来静関係
インドネシア共和国林野庁市場部長歓迎レセプ
ションの開催について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.27
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.27

林政課

3520 1
静岡県インドネシア林業調査団報
告書1971

静岡県インドネシア林業調査団報告書1971 昭和４６年度
静岡県林業会議
所

3521 1
静岡県インドネシア調査団報告書
1972（第３次）

静岡県インドネシア調査団報告書1972（第３次） 昭和４７年度
静岡県南方懇話
会

3522 1
第４次静岡県インドネシア農林業
調査団報告書

第４次静岡県インドネシア農林業調査団報告書 昭和４８年度
静岡県南方懇話
会

3523 1 48静岡県インドネシア（株）① 信用調査について 昭和４８年度 (収)昭48. 7.24
静岡県東京物産
事務所長

3523 2 48静岡県インドネシア（株）① 信用調査について 昭和４８年度 (収)昭48. 7.23
静岡県東京物産
事務所長
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3523 3 48静岡県インドネシア（株）① 航空写真撮影報告書（１） 昭和４８年度 (収)昭48. 7.14
アジア航測株式
会社

3523 4 48静岡県インドネシア（株）①
静岡県インドネシア株式会社第２次中部カリマン
タン調査計画（３次案）

昭和４８年度

3523 5 48静岡県インドネシア（株）① 静岡県インドネシア株式会社取締役会 昭和４８年度

3523 6 48静岡県インドネシア（株）① 第２次中部カリマンタン調査団打合せ会 昭和４８年度

3523 7 48静岡県インドネシア（株）① 静岡県インドネシア株式会社取締役会 昭和４８年度

3523 8 48静岡県インドネシア（株）① 静岡県インドネシア株式会社取締役会 昭和４８年度

3524 1 48静岡県インドネシア（株）② ＳＩＣＯＲ商社折衝委員会の模様について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.26 林政課

3524 2 48静岡県インドネシア（株）② ＳＩＣＯＲ商社折衝委員会の模様について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.20 林政課

3524 3 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭49. 3.14 林政課

3524 4 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社小委員会 昭和４８年度 (起)昭49. 3.11 林政課

3524 5 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭49. 3.11 林政課

3524 6 48静岡県インドネシア（株）② ＳＩＣＯＲ第２期定時株主総会ならびに取締役会 昭和４８年度 (起)昭49. 2.27 林政課

3524 7 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭49. 2.15 林政課

3524 8 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭49. 2.12 林政課

3524 9 48静岡県インドネシア（株）② ＳＩＣＯＲ役員会 昭和４８年度 (起)昭49. 1.18 林政課

3524 10 48静岡県インドネシア（株）②
静岡県インドネシア株式会社の経過の概要・全体
会議資料

昭和４８年度 (起)昭49. 1.17 林政課

3524 11 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社運営委員会 昭和４８年度 (起)昭49. 1. 8 林政課

3524 12 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭48.12.29 林政課

3524 13 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭48.12.25 林政課

3524 14 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭48.12.18 林政課

3524 15 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭48.11.28 林政課
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3524 16 48静岡県インドネシア（株）②
ＰＴインドカユ社長・ＰＥＮＡＳ社長からの文書
について

昭和４８年度 (起)昭48.11.19 林政課

3524 17 48静岡県インドネシア（株）② インドネシア森林開発プロジェクト 昭和４８年度 林政課

3524 18 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭48.10.22 林政課

3524 19 48静岡県インドネシア（株）② 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和４８年度 (起)昭48.10. 8 林政課

3525 1 インドネシア関係綴 伊藤忠林業との話し合いの経過と結論 昭和５１年度 (起)昭51. 4.16 林政課

3525 2 インドネシア関係綴 静岡県インドネシア株式会社商社折衝委員会 昭和５１年度 (起)昭51. 4.12 林政課

3525 3 インドネシア関係綴 静岡県インドネシア株式会社取締役会 昭和５１年度 (起)昭51. 4. 9 林政課

3525 4 インドネシア関係綴 伊藤忠林業株式会社との話し合いの経過について 昭和５１年度 (起)昭51. 4. 1 林政課

3525 5 インドネシア関係綴 静岡県インドネシア株式会社第４期定時株主総会 昭和５０年度 (起)昭51. 2.27 林政課

3525 6 インドネシア関係綴
各種補助金・出資金の見直し（インドネシア
（株）出資金の引上げ）について

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 4 林政課

3525 7 インドネシア関係綴
静岡県インドネシア株式会社第４期定時株主総会
の開催にともなう委任状の提出について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.19
(決)昭51. 2.20
(施)昭51. 2.20

林政課

3525 8 インドネシア関係綴 ＳＩＣＯＲ問題についての知事意見メモ 昭和５０年度 (起)昭51. 2.18 林政課

3525 9 インドネシア関係綴 静岡県インドネシア株式会社取締役会 昭和５０年度 (起)昭51. 2.14 林政課

3525 10 インドネシア関係綴 その後の経過について伊藤忠林業の報告 昭和５０年度 (起)昭50.12.16 林政課

3525 11 インドネシア関係綴 「森林契約」の概要説明書送付のこと 昭和５０年度 (収)昭50.11.14
静岡県インドネ
シア株式会社事
務局

3525 12 インドネシア関係綴 インドネシア林野庁長官歓迎夕食会開催のこと 昭和５０年度 (収)昭50.10.30
静岡県インドネ
シア株式会社社
長

3525 13 インドネシア関係綴 静岡県インドネシア株式会社取締役会 昭和５０年度 (起)昭50.10.29 林政課

3525 14 インドネシア関係綴 経過報告（伊藤忠林業より聴取） 昭和５０年度 (起)昭50.10.13 林政課

3525 15 インドネシア関係綴 伊藤忠林業との交渉の結果 昭和５０年度 (起)昭50. 6.17 林政課

3525 16 インドネシア関係綴 インドネシアにおける経過状況 昭和５０年度 (収)昭50. 8.25
Ｐ．Ｔ．インド
カユ
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3525 17 インドネシア関係綴 静岡県インドネシア株式会社役員会 昭和５０年度 (起)昭50. 6.12 林政課

3525 18 インドネシア関係綴 伊藤忠林業株式会社との交渉の結果 昭和５０年度 (起)昭50. 4.11 林政課

3525 19 インドネシア関係綴 伊藤忠林業との交渉の結果 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 7 林政課

3525 20 インドネシア関係綴 ＳＩＣＯＲ取締役会について 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 5 林政課

3525 21 インドネシア関係綴 事務引継書 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 3 林政課

3526 1 47県内しいたけ原木資源委託調査 県内しいたけ原木資源実態調査について 昭和４８年度 林政課

3526 2 47県内しいたけ原木資源委託調査
県内しいたけ原木資源委託調査実績報告書および
収支決算書

昭和４７年度 (収)昭48. 1.31
静岡県森林組合
連合会会長

3526 3 47県内しいたけ原木資源委託調査 県内しいたけ原木資源実態調査について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.16
(施)昭47. 9.19

林政課

3526 4 47県内しいたけ原木資源委託調査 委託調査実施計画書および収支予算書 昭和４７年度 (収)昭47. 9. 8
静岡県森林組合
連合会会長

3526 5 47県内しいたけ原木資源委託調査 県内しいたけ原木資源実態調査委託契約について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.30
(決)昭47. 9. 2
(施)昭47. 9. 4

林政課

3526 6 47県内しいたけ原木資源委託調査 県内しいたけ原木資源実態調査の委託について 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 6 林政課

3526 7 47県内しいたけ原木資源委託調査 県内しいたけ原木資源実態調査の打合せについて 昭和４７年度
(起)昭47. 6.12
(決)昭47. 6.12
(施)昭47. 6.12

林政課

3527 1
50静岡県しいたけ原木流通実態調
査

静岡県しいたけ原木流通実態調査報告書の送付に
ついて

昭和５１年度 (起)昭51. 7.13 林政課

3527 2
50静岡県しいたけ原木流通実態調
査

委託事業検収復命書 昭和５１年度 (起)昭51. 4. 9 林政課

3527 3
50静岡県しいたけ原木流通実態調
査

委託調査実施報告書および収支決算書 昭和５０年度 (収)昭51. 3.30
静岡県森林組合
連合会会長

3527 4
50静岡県しいたけ原木流通実態調
査

委託調査実施計画書および収支予算書 昭和５０年度 (収)昭50. 9.12
静岡県森林組合
連合会会長

3527 5
50静岡県しいたけ原木流通実態調
査

県内しいたけ原木流通実態調査委託契約について 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 8
(施)昭50. 9.10

林政課

3527 6
50静岡県しいたけ原木流通実態調
査

県内しいたけ原木流通実態調査の委託について 昭和５０年度 (起)昭50. 8.18 林政課

3528 1 例規綴 保安林整備計画の実施について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.13 林野庁長官

3528 2 例規綴 保安林整備協定促進事業実施要領の制定について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.26
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

治山課

3528 3 例規綴 保安林整備管理事業実施要領の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 6
(決)昭59. 8. 9
(施)昭59. 8. 9

治山課
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3528 4 例規綴
「森林保全管理事業実施要領」及び「森林保全管
理事業の執行について」の一部改正について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.29
(施)昭59. 6.29

治山課

3528 5 例規綴 林野庁への保安林解除事前協議書の様式について 昭和５８年度 (起)昭58. 6.13 治山課

3528 6 例規綴
電柱等を設置するため行政財産の一部を使用する
場合の使用料について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.15

治山課

3528 7 例規綴
公有財産台帳の評価替えに関する評価要領につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 1.16 出納事務局長

3528 8 例規綴
昭和51年度以後の年度における行政財産の目的外
使用許可に係る使用料の算出方法について

昭和５０年度 (収)昭51. 2. 5 出納事務局長

3528 9 例規綴
道路に係る保安林解除の上申書類又は進達書類等
の簡素化について

昭和５６年度

3528 10 例規綴 国道敷に隣接する樹木の伐採等について（進達） 昭和５６年度 (収)昭56.12.16
沼津林業事務所
長

3528 11 例規綴
保安林及び保安施設地区に関する事務処理規程及
び｢保安林及び保安施設地区の指定、解除の取扱
いについて｣の一部改正について

昭和５６年度 (起)昭56.11.16 治山課

3528 12 例規綴
｢保安林の転用に係る解除の取扱いについて｣の一
部改正について

昭和５６年度
(起)昭56.11.16
(決)昭56.11.17
(施)昭56.11.17

治山課

3528 13 例規綴
保安林及び保安施設地区に関する事務処理規程の
一部を改正する訓令について

昭和５６年度
(起)昭56.12.28
(決)昭56.12.28
(施)昭56.12.28

治山課

3528 14 例規綴
｢県単独治山事業及自然災害防止事業等の取扱い
について｣の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.14
(決)昭56. 9.15
(施)昭56. 9.21

治山課

3528 15 例規綴 保安林整備管理事業実施要領の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.30

治山課

3528 16 例規綴 保安林整備管理事業実施要領の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 2
(施)昭56. 2. 5

治山課

3528 17 例規綴 保安林関係事業の打合せ事項について 昭和５５年度 (起)昭56. 3.19 治山課

3528 18 例規綴
｢森林保全管理事業の執行について｣の一部改正に
ついて

昭和５５年度 (収)昭55. 4.30 林野庁長官

3528 19 例規綴

｢保安林及び保安施設地区に関する事務処理規定
等による保安林指定調書等の様式について｣及び｢
保安林及び保安施設地区の指定、解除及び指定施
業要件の変更に関する通知及び告示の様式につい
て｣の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55.12.15
(施)昭55.12.16

治山課

3528 20 例規綴
静岡県森林保全巡視実施規程及び静岡県森林保全
巡視員服務要領の制定について

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 5
(決)昭49. 7.19
(施)昭49. 7.19

治山課

3528 21 例規綴
森林保全管理事業実施要領の制定について（通
知）

昭和４９年度 (起)昭49. 6.25 治山課

3528 22 例規綴
｢国有林野の活用に関する法律の施行について｣の
一部改正について

昭和５５年度 (収)昭55.11. 4 農地森林部長
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3528 23 例規綴
｢保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱
いについて｣の一部改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.16 林野庁長官

3528 24 例規綴
口答ききとり書（公共治山（保安林保育）の委託
契約を請負契約に変更する件について）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.21 治山課

3528 25 例規綴
保安林整備事業（主として保育）等における森林
組合等との請負契約について

昭和５５年度 (起)昭55. 7.19 治山課

3528 26 例規綴 ｢保安林実務に関する手引｣の送付について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.18
(決)昭49. 2.19
(施)昭49. 2.19

治山課

3528 27 例規綴 ｢高速自動車国道の建設に関する覚書｣について 昭和４８年度 (収)昭48.12.20 林野庁計画課長

3528 28 例規綴
都市計画法による市街化区域と市街化調整区域の
区域区分の定められていない都市計画区域におけ
る用途地域の決定と農林漁業との調整について

昭和４８年度 (収)昭48. 8.13 林野庁長官

3528 29 例規綴
都市計画法による市街化区域と市街化調整区域の
区域区分の定められていない都市計画区域におけ
る用途地域の決定と農林漁業との調整について

昭和４８年度 (収)昭48. 6.19 農林事務次官

3528 30 例規綴
都市計画法第23条第１項に規定する協議の事務処
理について

昭和４５年度 (収)昭45. 7.16 林野庁長官

3528 31 例規綴
国立公園内（普通地域を除く）における各種行為
に関する審査指針の細部の解釈及び運用の方法に
ついて（通知）

昭和４９年度 (収)昭50. 3.25
環境庁自然保護
局長

3528 32 例規綴
告示及び公告の県公報登載原稿への件名の表示に
ついて（依頼）

昭和５０年度 (収)昭50. 4.22 学事文書課

3529 1
動力漁船登録台帳（14300～
15915）

動力漁船登録台帳（14300～15915）
昭和５０年度

～
昭和５３年度

3530 1 沿岸漁場整備開発法関係法令 海洋水産資源開発基本方針 昭和５０年度 (収)昭50. 8. 6 水産庁

3530 2 沿岸漁場整備開発法関係法令
｢沿岸漁場整備開発法第６条第１項の基本方針に
関する政令｣及び｢沿岸漁場整備開発法施行規則｣
の運用について

昭和４９年度 (収)昭49. 5.31 水産庁漁政部長

3530 3 沿岸漁場整備開発法関係法令 沿岸漁場整備開発法等の施行について 昭和４９年度 (収)昭49. 5.25 農林事務次官

3530 4 沿岸漁場整備開発法関係法令 沿岸漁場整備開発法の運用について 昭和４９年度 (収)昭49. 5.27 水産庁長官

3530 5 沿岸漁場整備開発法関係法令
沿岸漁場整備開発法の特定水産動物育成事業制度
の趣旨の周知について

昭和４９年度 (収)昭49. 5.23
水産庁漁政部企
画課長

3530 6 沿岸漁場整備開発法関係法令 沿岸漁場整備開発構想の作成について 昭和４９年度 (収)昭49. 5.28 水産庁漁政部長

3530 7 沿岸漁場整備開発法関係法令
第72回国会提出　昭和49年３月　沿岸漁場整備開
発法案関係資料

昭和４８年度 農林省

3531 1 海洋水産資源開発促進法関係
海洋水産資源開発促進法に基づく沿岸水産資源開
発区域の設定について（回答）

昭和４７年度 (収)昭47.11.24
土木部長（港湾
課）
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3531 2 海洋水産資源開発促進法関係
海洋水産資源開発促進法に基づく沿岸海域におけ
る海洋水産資源の開発についての運用について

昭和４７年度 (収)昭47. 4.13 水産庁長官

3531 3 海洋水産資源開発促進法関係
海洋水産資源開発促進法に基づく沿岸海域におけ
る海洋水産資源の開発についての細部運用につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 4.13 水産庁漁政部長

3531 4 海洋水産資源開発促進法関係 沿岸水産資源開発基本構想の提出について 昭和４７年度 (収)昭47. 4.13 水産庁漁政部長

3531 5 海洋水産資源開発促進法関係
海洋水産資源開発促進法に基づく沿岸水産資源開
発区域の指定ならびに沿岸水産資源開発計画の作
成についての留意事項等とその様式について

昭和４７年度 (収)昭47. 8.15 水産庁漁政部長

3532 1 建設業審議会議事録 第３回静岡県建設業審議会議事録 昭和５０年度 (起)昭50.10.24

3532 2 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会第２小委員会議事録 昭和５０年度 (起)昭50.10.24

3532 3 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会第２小委員会議事録 昭和５０年度 (起)昭50. 8.26

3532 4 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会第２小委員会議事録 昭和５０年度 (起)昭50. 6.25

3532 5 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会第２小委員会議事録 昭和５０年度 (起)昭50. 5.23

3532 6 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会第２小委員会議事録 昭和５０年度 (起)昭50. 4.28

3532 7 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会第２小委員会議事録 昭和４９年度 (起)昭50. 3.27

3533 1
局部河川改良工事全体計画書（沼
津江川）

昭和47年度一級河川沼津江川河川改良事業全体計
画設計図

昭和４７年度

3534 1
局部河川改良工事全体計画書（伏
間川）

伏間川局部改良工事全体計画書 昭和４９年度

3535 1
小規模河川改修工事全体計画設計
書（二俣川）

小規模河川二俣川改良工事の全体計画について 昭和５０年度

3536 1 急傾斜地崩壊対策事業計画書 急傾斜地崩壊対策事業計画書 昭和４６年度

3537 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.19

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和46年４月７日
～５月７日）

昭和４６年度 港湾課

3538 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.20

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和46年５月８日
～６月２日）

昭和４６年度 港湾課

3539 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.21

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和46年６月３日
～７月９日）

昭和４６年度 港湾課

3540 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.22

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和46年７月11日
～８月27日）

昭和４６年度 港湾課

3541 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.23

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和46年８月26日
～９月30日）

昭和４６年度 港湾課
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3542 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.24

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和46年10月１日
～10月28日）

昭和４６年度 港湾課

3543 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.25

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和46年10月29日
～12月７日）

昭和４６年度 港湾課

3544 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.26

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和46年12月７日
～昭和47年１月26日）

昭和４６年度 港湾課

3545 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.27

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和47年１月27日
～３月10日）

昭和４６年度 港湾課

3546 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.28

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和47年３月11日
～４月26日）

昭和４６年度 港湾課

3547 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.29

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和47年４月28日
～５月18日）

昭和４７年度 港湾課

3548 1
田子の浦港汚泥関係スクラップ　
No.30

田子の浦港汚泥関係新聞記事（昭和47年５月19日
～７月29日）

昭和４７年度 港湾課

3549 1 田子の浦港深浅測量図③ 田子の浦港深浅測量図 昭和４６年度

3550 1 田子の浦港深浅測量図④ 田子の浦港深浅測量図 昭和４７年度

3551 1 田子の浦港深浅測量図⑤ 田子の浦港深浅測量図 昭和４７年度

3552 1 田子の浦港深浅測量図⑥ 田子の浦港深浅測量図 昭和４９年度

3553 1 田子の浦港深浅測量図⑦ 田子の浦港深浅測量図 昭和５０年度

3554 1 田子の浦港深浅測量図⑧ 田子の浦港深浅測量図

3555 1
志太広域都市計画事業石津土地区
画整理組合設立認可申請書

志太広域都市計画事業石津土地区画整理組合の理
事の氏名等の公告について（うかがい）

昭和４６年度 (起)昭47. 3.10 計画課

3555 2
志太広域都市計画事業石津土地区
画整理組合設立認可申請書

志太広域都市計画事業石津土地区画整理組合の設
立認可について

昭和４６年度
(起)昭46.12.27
(決)昭47. 1.13

計画課

3556 1
西遠広域都市計画都市高速鉄道東
海道本線鉄道高架事業認可申請書

西遠広域都市計画都市高速鉄道事業の事業認可に
ついて（伺）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.23
(決)昭47. 3.27
(施)昭47. 3.27

計画課

3556 2
西遠広域都市計画都市高速鉄道東
海道本線鉄道高架事業認可申請書

西遠広域都市計画都市高速鉄道事業東海道本線高
架事業の事業認可申請について

昭和４６年度 (起)昭47. 2.18 計画課

3556 3
西遠広域都市計画都市高速鉄道東
海道本線鉄道高架事業認可申請書

西遠広域都市計画都市高速鉄道の事業認可申請に
あたっての協議について

計画課

3557 1 浜松市歴史民俗資料館建設事業
昭和49年度文化財保存施設整備費（浜松市歴史民
俗資料館建設事業費）補助金の額の確定について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.18
(決)昭50. 4.19
(施)昭50. 4.19

社会教育課

3557 2 浜松市歴史民俗資料館建設事業
昭和49年度文化財保存施設整備費（浜松市歴史民
俗資料館建設事業費）補助金の請求書の提出につ
いて

昭和５０年度 (起)昭50. 4.19 社会教育課
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3557 3 浜松市歴史民俗資料館建設事業
昭和49年度文化財保存施設整備費（浜松市歴史民
俗資料館建設事業費）補助金の交付決定について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.24
(決)昭50. 3.28
(施)昭50. 3.28

社会教育課

3557 4 浜松市歴史民俗資料館建設事業
昭和49年度文化財保存施設整備事業に係る着工届
ならびに指導技官派遣申請について

昭和４９年度
(起)昭49.12. 5
(決)昭49.12. 6
(施)昭49.12. 7

社会教育課

3557 5 浜松市歴史民俗資料館建設事業
昭和49年度文化財保存施設整備費（浜松市歴史民
俗資料館建設事業費）補助金交付申請書の提出に
ついて

昭和４９年度
(起)昭49.11.14
(決)昭49.11.14
(施)昭49.11.14

社会教育課

3558 1 47投資不動産資金関係綴
昭和47年度不動産投資資金による施設設置計画書
の提出について（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.18
(決)昭47. 4.21
(施)昭47. 4.21

職員厚生課

3558 2 47投資不動産資金関係綴
昭和47年度不動産投資資金による施設設置計画書
の提出について

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 6
(決)昭47. 6. 9
(施)昭47. 6. 9

職員厚生課

3558 3 47投資不動産資金関係綴 投資不動産施設の資金請求について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.21
(決)昭47. 6.21
(施)昭47. 6.21

職員厚生課

3558 4 47投資不動産資金関係綴
昭和47年度不動産投資資金による工事着工報告の
提出について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.23
(決)昭47. 6.26
(施)昭47. 6.26

職員厚生課

3558 5 47投資不動産資金関係綴 投資不動産施設の資金請求について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.12
(決)昭47. 7.12
(施)昭47. 7.15

職員厚生課

3558 6 47投資不動産資金関係綴
昭和47年度不動産投資資金による施設設置計画書
の提出について

昭和４７年度
(起)昭47. 7.10
(決)昭47. 7.28
(施)昭47. 7.28

職員厚生課

3558 7 47投資不動産資金関係綴 投資不動産施設の資金請求について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.15
(決)昭47. 8.18
(施)昭47. 8.18

職員厚生課

3558 8 47投資不動産資金関係綴 職員住宅等の現況及び取得計画について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 5
(決)昭47. 9.12
(施)昭47. 9.12

職員厚生課

3558 9 47投資不動産資金関係綴
昭和47年度不動産投資資金による工事着工報告の
提出について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.12
(決)昭47. 9.12
(施)昭47. 9.12

職員厚生課

3558 10 47投資不動産資金関係綴 投資不動産施設の資金請求について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.16
(決)昭47. 9.18
(施)昭47. 9.18

職員厚生課

3558 11 47投資不動産資金関係綴
不動産投資資金による施設設置計画の進捗状況等
の調査について（回答）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.25
(決)昭47. 9.26
(施)昭47. 9.26

職員厚生課

3558 12 47投資不動産資金関係綴
昭和47年度不動産投資資金による工事着工報告の
提出について

昭和４７年度
(起)昭47.10.17
(決)昭47.10.23
(施)昭47.10.23

職員厚生課

3558 13 47投資不動産資金関係綴 投資不動産施設の資金請求について 昭和４７年度
(起)昭47.11.15
(決)昭47.11.16
(施)昭47.11.16

職員厚生課

3558 14 47投資不動産資金関係綴 投資不動産施設の資金請求について 昭和４７年度
(起)昭47.12.18
(決)昭47.12.18
(施)昭47.12.18

職員厚生課

3558 15 47投資不動産資金関係綴 投資不動産施設の資金請求について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.18
(決)昭48. 1.18
(施)昭48. 1.18

職員厚生課

3558 16 47投資不動産資金関係綴 昭和48年度不動産投資資金申込書の提出について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 3
(決)昭47.11. 6
(施)昭47.11. 7

職員厚生課

3558 17 47投資不動産資金関係綴 職員住宅の建設について（依頼） 昭和４７年度
(起)昭48. 2.22
(決)昭48. 2.23
(施)昭48. 2.23

職員厚生課

252 ページ



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

3558 18 47投資不動産資金関係綴 昭和47年度不動産投資資金枠の変更について 昭和４７年度 (起)昭48. 3.29 職員厚生課

3558 19 47投資不動産資金関係綴 投資不動産施設資金請求について 昭和４７年度 (起)昭48. 3.20 職員厚生課

3558 20 47投資不動産資金関係綴
昭和47年度地方職員共済組合不動産投資資金によ
る職員住宅建設工事の完了について

昭和４７年度 (起)昭48. 3.31 職員厚生課

3559 1 49～50県議会資料 昭和49年２月県議会質問資料 昭和４８年度 学事文書課

3559 2 49～50県議会資料 昭和49年６月県議会質問資料 昭和４９年度 学事文書課

3559 3 49～50県議会資料 昭和49年９月県議会質問資料 昭和４９年度 学事文書課

3559 4 49～50県議会資料 昭和49年11月県議会質問資料 昭和４９年度 学事文書課

3559 5 49～50県議会資料 昭和50年２月県議会予想質問集 昭和４９年度 学事文書課

3559 6 49～50県議会資料 昭和50年６月県議会予想質問集 昭和５０年度 学事文書課

3559 7 49～50県議会資料 昭和50年９月県議会予想質問集 昭和５０年度 学事文書課

3559 8 49～50県議会資料 昭和50年11月県議会予想質問集 昭和５０年度 学事文書課

3559 9 49～50県議会資料 昭和51年２月県議会予想質問集 昭和５０年度 学事文書課

3559 10 49～50県議会資料 昭和51年６月県議会予想質問集 昭和５１年度 学事文書課

3559 11 49～50県議会資料 昭和51年９月県議会予想質問集 昭和５１年度 学事文書課

3559 12 49～50県議会資料 昭和51年11月県議会資料 昭和５１年度 学事文書課

3560 1 女子短期大学学則等 看護科の実習施設の変更について（通知） 昭和５０年度
(起)昭50.11.21
(決)昭50.11.27
(施)昭50.11.27

学事文書課

3560 2 女子短期大学学則等 学則の一部変更届書の受理について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.28
(決)昭51. 8.28
(施)昭51. 8.28

学事文書課

3560 3 女子短期大学学則等 静岡女子短期大学学則の一部変更届について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 2
(決)昭51. 6. 2
(施)昭51. 6. 2

学事文書課

3560 4 女子短期大学学則等 短期大学文科系学科の改善充実について 昭和５１年度 (収)昭51. 8. 9 文部省大学局長

3560 5 女子短期大学学則等 栄養士養成施設の実習施設変更届 昭和５１年度 (施)昭51. 6.10 学事文書課

3560 6 女子短期大学学則等 指定学校概況の提出について 昭和５１年度 (収)昭51. 5.19
静岡女子短期大
学事務局長
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3560 7 女子短期大学学則等
静岡女子短期大学看護学科設置に係る年次計画履
行状況報告及び年次計画変更承認申請について

昭和５１年度 (施)昭51. 5.25 学事文書課

3560 8 女子短期大学学則等
静岡女子短期大学看護学科設置に係る年次計画の
履行状況について（報告）

昭和５０年度
(起)昭50.10.16
(決)昭50.10.19
(施)昭50.10.20

学事文書課

3560 9 女子短期大学学則等
静岡女子短期大学看護学科設置に係る年次計画変
更承認申請について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.26
(決)昭51. 2.27
(施)昭51. 2.27

学事文書課

3560 10 女子短期大学学則等
静岡女子短期大学看護学科設置に係る年次計画履
行状況報告及び年次計画変更承認申請書の提出に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 5.26
(決)昭50. 5.28
(施)昭50. 5.28

学事文書課

3560 11 女子短期大学学則等 学則の一部変更届の提出について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.24
(決)昭50. 3.24

静岡女子短期大
学事務局

3560 12 女子短期大学学則等 静岡女子短期大学校地、校舎変更届について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.15
(決)昭50. 8.18
(施)昭50. 8.18

学事文書課

3560 13 女子短期大学学則等 静岡女子短期大学学則について 昭和５０年度 (収)昭50. 4.16
静岡女子短期大
学事務局長

3560 14 女子短期大学学則等
教員の免許状授与の所要資格を得させるための課
程の認定について（通知）

昭和４５年度 (収)昭46. 3.26
文部省大学学術
局長

3560 15 女子短期大学学則等 大学設置に係る年次計画履行状況報告について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 3
(決)昭46. 6.15
(施)昭46. 6.15

学事文書課

3560 16 女子短期大学学則等 教員の変更承認の申請について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.12
(決)昭50. 3.13

学事文書課

3561 1 看護婦学校指定申請書 看護婦学校の指定について（供覧） 昭和５０年度
(起)昭50. 4.19
(決)昭50. 4.28

学事文書課

3562 1
静岡女子短期大学第１、第２看護
学科設置認可申請書

静岡女子短期大学第１，２看護学科の設置認可に
ついて（報告）

昭和４９年度
(起)昭50. 1.20
(決)昭50. 1.29

学事文書課

3563 1
静岡女子短期大学看護学科増設認
可申請関係

静岡女子短期大学看護学科増設に伴う校地充足計
画について

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 3
(決)昭49. 9. 6
(施)昭49. 9. 7

学事文書課

3563 2
静岡女子短期大学看護学科増設認
可申請関係

静岡女子短期大学第１・第２看護学科学科増設資
料

3563 3
静岡女子短期大学看護学科増設認
可申請関係

国立医科大学創設準備に関する調書 昭和４８年度

3563 4
静岡女子短期大学看護学科増設認
可申請関係

静岡女子短期大学学科増設認可申請書添付　備品
目録

昭和４９年度

3563 5
静岡女子短期大学看護学科増設認
可申請関係

静岡女子短期大学第１看護・第２看護学科設置認
可申請書

昭和４９年度

3563 6
静岡女子短期大学看護学科増設認
可申請関係

医療関係技術者養成学校一覧 昭和４９年度

3563 7
静岡女子短期大学看護学科増設認
可申請関係

県立静岡女子短期大学看護学科の増設のために必
要となる敷地の確保について

昭和４８年度 (起)昭49. 3.22 学事文書課

3563 8
静岡女子短期大学看護学科増設認
可申請関係

静岡女子短期大学第１看護・第２看護学科設置認
可申請書関係資料　総括表

昭和４９年度
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3564 1 大学設置関係
土地利用基本計画及び公共施設用地調査結果説明
会について

昭和４９年度 (収)昭50. 3.19 土地対策課長

3564 2 大学設置関係
「短期大学設置基準の制定について（中間報
告）」の送付について

昭和４９年度 (収)昭49.11.15 文部省大学局長

3564 3 大学設置関係
昭和50年度大学入学者選抜実施要項の一部改正に
ついて（通知）

昭和４９年度 (収)昭49.11.27 文部省大学局長

3564 4 大学設置関係
教職員住宅の使用料及び入居者状況の調査につい
て（報告）

昭和４９年度
(起)昭49.11.12
(決)昭49.11.12

学事文書課

3564 5 大学設置関係 実地視察について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 9.30
大学設置審議会
大学設置分科会
長

3565 1
第８次総合開発計画（県立３大
学）

第３回総括部会資料（総論・各論の総説等） 昭和４６年度

3565 2
第８次総合開発計画（県立３大
学）

児童学科設置計画資料

3565 3
第８次総合開発計画（県立３大
学）

第８次計画資料

3565 4
第８次総合開発計画（県立３大
学）

生活科学研究所設置資料

3565 5
第８次総合開発計画（県立３大
学）

県立三大学第８次総合開発計画前期計画書の提出
について

昭和４６年度
(起)昭46.11.13
(決)昭46.11.15

学事文書課

3565 6
第８次総合開発計画（県立３大
学）

第８次静岡県総合開発計画策定の基本方針につい
て

昭和４６年度 (収)昭46. 6. 2 企画課長

3565 7
第８次総合開発計画（県立３大
学）

第８次総合開発計画（三大学）について 学事文書課

3566 1 静岡薬科大学学則改正関係 静岡薬科大学学則の改正について（届出方依頼） 昭和４７年度 静岡薬科大学長

3567 1
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

工業整備特別地域整備事業実績及び計画（東駿河
湾地域）

昭和４７年度 企画課

3567 2
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

昭和47年度工業整備特別地域事業説明書（建設省
説明資料）

昭和４７年度

3567 3
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

工業整備特別地域現状と問題点（東駿河湾地域） 昭和４６年度

3567 4
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

工業整備特別地域整備事業実績及び計画（東駿河
湾地区）

昭和４６年度

3567 5
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

昭和46年度工業整備特別地域事業説明書（建設省
説明資料）

昭和４６年度

3567 6
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

工業整備特別地域整備事業実績及び計画（東駿河
湾地区）

昭和４５年度

3567 7
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

昭和45年度工業整備特別地域事業説明書（建設省
説明資料）

昭和４５年度
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3567 8
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

工業整備特別地域整備事業実績及び計画（東駿河
湾地区）

昭和４４年度

3567 9
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

昭和44年度工業整備特別地域事業説明書（建設省
説明資料）

昭和４４年度

3567 10
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

工業整備特別地域整備事業実績及び計画（東駿河
湾地区）

昭和４３年度

3567 11
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

昭和43年度工業整備特別地域事業説明書（建設省
説明資料）

昭和４３年度

3567 12
工業整備特別地域整備事業実績及
び計画

整備基本計画策定に考慮された事項 昭和４０年度

3568 1
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

新産業都市および工業整備特別地域にかかる事業
進捗状況および問題点（東駿河湾地区）

昭和５０年度

3568 2
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

昭和50年度工業整備特別地域事業説明書（建設省
説明資料）

昭和５０年度

3568 3
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

工業整備特別地域整備基本計画改訂関係補足資料 昭和５１年度

3568 4
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

新産業都市建設／工業整備特別市域整備基本計画
改訂関係参考資料

昭和５１年度

3568 5
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

東駿河湾地区工業整備特別地域に係る基本計画の
改訂について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 2
(決)昭51. 7. 2
(施)昭51. 7. 2

企画調査課

3568 6
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

工業整備特別地域整備促進法に係る基本計画の改
訂基礎資料の提出について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.31
(決)昭51. 7.31
(施)昭51. 8.10

企画調査課

3568 7
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

「環境の保全」関係説明資料（東駿河湾地区） 昭和５１年度

3568 8
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

東駿河湾地区工業整備特別地域整備基本計画の見
直し及び人口・工業出荷額等フレームについて

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 1
(決)昭51. 6. 1

企画調査課

3568 9
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

将来人口推計の方法について 企画調整課

3568 10
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

立地政策地域別推進計画作成調査報告書 昭和５０年度

3568 11
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

工業整備特別地域整備基本計画改訂関係参考資料　
備後（笠岡・井原）地区

昭和５１年度 岡山県

3568 12
新産業都市及び工業整備特別地域
に係る事業進捗状況及び問題点

工業整備特別地域整備基本計画関係作業資料 昭和５１年度 茨城県

3569 1 46大井川利水計画 昭和47年度河川敷等使用計画について（回答） 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 2
(決)昭47. 2. 4
(施)昭47. 2. 5

水資源課

3569 2 46大井川利水計画 大井川総合開発事業推進連絡会議の開催について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.11
(決)昭47. 1.11
(施)昭47. 1.11

水資源課

3569 3 46大井川利水計画 大井川利水対策事業打合せ会開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.27
(決)昭46. 5.28
(施)昭46. 5.28

水資源課

3569 4 46大井川利水計画
復命書（大井川総合開発推進対策協議会設立総
会）

昭和４６年度 (起)昭46.11.25 水資源課
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3569 5 46大井川利水計画
復命書（大井川長島ダム建設事業推進に関する協
議会設立打合せ）

昭和４６年度 (起)昭46.11. 4 水資源課

3569 6 46大井川利水計画 復命書（大井川長島ダム建設事業計画説明会） 昭和４６年度 (起)昭46. 8.23 水資源課

3569 7 46大井川利水計画 復命書（大井川利水対策打合せ会） 昭和４６年度 (起)昭46. 6. 3 水資源課

3569 8 46大井川利水計画 養魚用水事業の制度化について（要望） 昭和４６年度
(起)昭46. 5. 4
(決)昭46. 5.13
(施)昭46. 5.15

水資源課

3570 1 47大井川利水計画 陳情書 昭和４７年度 (収)昭48. 1.27
大井川総合開発
推進対策協議会

3570 2 47大井川利水計画 大井川総合開発事業推進連絡会議記録 昭和４７年度 (起)昭48. 3.20 水資源課

3570 3 47大井川利水計画 大井川総合開発事業推進連絡会議の開催について 昭和４７年度
(起)昭48. 2.28
(決)昭48. 3. 1
(施)昭48. 3. 2

水資源課

3570 4 47大井川利水計画 委員会出席依頼について 昭和４７年度 (収)昭48. 1.20 島田市議会議長

3570 5 47大井川利水計画 山村地域市町村振興に関する要望書 昭和４７年度 (収)昭47.12.22
静岡県山村振興
協議会

3570 6 47大井川利水計画
復命書（川根地域振興協議会長島ダム関係説明
会）

昭和４７年度 (起)昭47.10.24 水資源課

3570 7 47大井川利水計画
復命書（大井川総合開発推進対策協議会47年度総
会）

昭和４７年度 (起)昭47. 8. 9 水資源課

3570 8 47大井川利水計画 大井川総合開発事業推進連絡会議記録 昭和４７年度 (起)昭47. 6.21 水資源課

3570 9 47大井川利水計画 大井川総合開発事業推進連絡会議の開催について 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 8
(決)昭47. 6.10

水資源課

3571 1 48大井川利水計画 大井川水系の貯水池運用について 昭和４８年度 (収)昭49. 2.28
中部電力静岡支
店

3571 2 48大井川利水計画 復命書（大井川新規利水打合せ会議） 昭和４８年度 (起)昭49. 3. 1 水資源課

3571 3 48大井川利水計画 復命書（大井川総合開発事業推進連絡会議） 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 5 水資源課

3571 4 48大井川利水計画 大井川総合開発事業推進連絡会議の開催について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.26
(決)昭49. 1.28
(施)昭49. 1.28

水資源課

3571 5 48大井川利水計画 復命書（大井川広域水道打合せ会議） 昭和４８年度 (起)昭49. 1.21 水資源課

3571 6 48大井川利水計画 意見書提出について 昭和４８年度 (収)昭48.12.25 島田市議会議長

3571 7 48大井川利水計画
復命書（ダム建設及び利水の今後のスケジュール
について）

昭和４８年度 (起)昭48.12.18 水資源課

3571 8 48大井川利水計画
復命書（大井川下流利水の取水地点と取水施設費
（減電含）について）

昭和４８年度 (起)昭48.11.24 水資源課
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3571 9 48大井川利水計画 復命書（大井川利水者打合せ会議） 昭和４８年度 (起)昭48.12. 6 水資源課

3571 10 48大井川利水計画 復命書（大井川流量改訂説明会） 昭和４８年度 (起)昭48.11.22 水資源課

3571 11 48大井川利水計画 復命書（大井川利水対策連絡会議） 昭和４８年度 (起)昭48.10.23 水資源課

3571 12 48大井川利水計画 大井川総合開発事業推進連絡会議の開催について 昭和４８年度 (起)昭48.10.16 水資源課

3571 13 48大井川利水計画 復命書（大井川下流利水計画打合せ） 昭和４８年度 (起)昭48.10.13 水資源課

3571 14 48大井川利水計画 復命書（大井川利水対策） 昭和４８年度 (起)昭48.10. 4 水資源課

3571 15 48大井川利水計画 復命書（大井川下流利水計画打合せ） 昭和４８年度 (起)昭48. 9.28 水資源課

3571 16 48大井川利水計画 復命書（大井川総合開発事業推進連絡会議） 昭和４８年度 (起)昭48. 9.25 水資源課

3571 17 48大井川利水計画 大井川総合開発事業推進連絡会議の開催について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.17
(決)昭48. 9.17
(施)昭48. 9.17

水資源課

3571 18 48大井川利水計画 復命書（大井川利水計画について） 昭和４８年度 (起)昭48. 9.11 水資源課

3571 19 48大井川利水計画 長島ダム建設計画に伴う水計算資料について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.31
(決)昭48. 9. 5
(施)昭48. 9. 5

水資源課

3571 20 48大井川利水計画
復命書（大井川総合開発推進対策協議会48年度総
会）

昭和４８年度 (起)昭48. 8.17 水資源課

3571 21 48大井川利水計画 復命書（大井川利水対策会議） 昭和４８年度 (起)昭48. 8.22 水資源課

3571 22 48大井川利水計画 復命書（大井川利水計画について） 昭和４８年度 (起)昭48. 8.17 水資源課

3571 23 48大井川利水計画
復命書（大井川長島ダム建設計画の予定につい
て）

昭和４８年度 (起)昭48. 8.11 水資源課

3571 24 48大井川利水計画 復命書（大井川下流利水計画の要望について） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.26 水資源課

3571 25 48大井川利水計画
大井川長島ダム建設計画に伴う新規利水量につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 7.18
(決)昭48. 7.21
(施)昭48. 7.23

水資源課

3571 26 48大井川利水計画 復命書（大井川長島ダム利水者会議） 昭和４８年度 (起)昭48. 6.18 水資源課

3571 27 48大井川利水計画 意見書 昭和４８年度 (収)昭48. 6.12 川根町議会

3571 28 48大井川利水計画 意見書 昭和４８年度 (収)昭48. 6.12 中川根町議会

3571 29 48大井川利水計画 大井川利水計画量の打合せ会開催について 昭和４８年度 (施)昭48. 5.28 水資源課
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3572 1 49大井川利水計画
長島ダム計画における農業用水事業の推進につい
て

昭和４９年度 (起)昭50. 3.14 水資源課

3572 2 49大井川利水計画 復命書（長島ダムの利水計画打合せ） 昭和４９年度 (起)昭50. 2.24 水資源課

3572 3 49大井川利水計画 大井川水道事業推進打合せについて 昭和４９年度 (起)昭50. 2.26 水資源課

3572 4 49大井川利水計画 復命書（大井川利水計画打合せ） 昭和４９年度 (起)昭50. 2.14 水資源課

3572 5 49大井川利水計画
復命書（長島ダム関連新規利水の水利権につい
て）

昭和４９年度 (起)昭50. 2.13 水資源課

3572 6 49大井川利水計画 復命書（長島ダム計画推進について） 昭和４９年度 (起)昭49.12.21 水資源課

3572 7 49大井川利水計画 復命書（大井川土地改良区理事会） 昭和４９年度 (起)昭49.12.16 水資源課

3572 8 49大井川利水計画 復命書（大井川利水計画打合せ） 昭和４９年度 (起)昭49.12. 6 水資源課

3572 9 49大井川利水計画 大井川利水計画協議について 昭和４９年度 (起)昭49.12. 2 水資源課

3572 10 49大井川利水計画 復命書（大井川下流利水計画について協議） 昭和４９年度 (起)昭49.12. 2 水資源課

3572 11 49大井川利水計画 大井川利水計画に関する意見について 昭和４９年度 (起)昭49.11.18 水資源課

3572 12 49大井川利水計画 復命書（大井川利水計画について協議） 昭和４９年度 (起)昭49.11.22 水資源課

3572 13 49大井川利水計画
大井川利水計画について中部地建河川部長と企画
調整部長との打合せ内容

昭和４９年度
(起)昭49.11.18
(決)昭49.11.19

水資源課

3572 14 49大井川利水計画 大井川利水計画打合せについて 昭和４９年度
(起)昭49.11.14
(決)昭49.11.15

水資源課

3572 15 49大井川利水計画 復命書（長島ダム利水計画について） 昭和４９年度 (起)昭49.10.18 水資源課

3572 16 49大井川利水計画 復命書（大井川総合開発推進対策協議会総会） 昭和４９年度 (起)昭49. 8.30 水資源課

3572 17 49大井川利水計画 復命書（大井川利水対策等打合せ） 昭和４９年度 (起)昭49. 8.23 水資源課

3572 18 49大井川利水計画 復命書（大井川利水対策協議） 昭和４９年度 (起)昭49. 8.12 水資源課

3572 19 49大井川利水計画
大井川下流利水対策協議状況について（８月２日
～７日）

昭和４９年度 (起)昭49. 8. 8 水資源課

3572 20 49大井川利水計画 大井川利水対策会議の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 7.25 水資源課

3572 21 49大井川利水計画 大井川利水対策会議の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.19
(決)昭49. 7.20
(施)昭49. 7.20

水資源課
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3572 22 49大井川利水計画 長島ダム建設事業計画打合せ会議について 昭和４９年度 (起)昭49. 7.11 水資源課

3572 23 49大井川利水計画 長島ダム建設省予算ヒヤリング状況について 昭和４９年度 (起)昭49. 7. 1 水資源課

3572 24 49大井川利水計画 復命書（養魚用水問題打合せ） 昭和４９年度 (起)昭49. 6.22 水資源課

3572 25 49大井川利水計画 復命書（大井川利水（養魚用水）打合せ会議） 昭和４９年度 (起)昭49. 6.21 水資源課

3572 26 49大井川利水計画 復命書（大井川利水（養魚用水）打合せ） 昭和４９年度 (起)昭49. 6.17 水資源課

3572 27 49大井川利水計画 復命書（大井川利水事業の推進） 昭和４９年度 (起)昭49. 6.11 水資源課

3572 28 49大井川利水計画 復命書（長島ダム下流利水推進の要請） 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 3 水資源課

3572 29 49大井川利水計画 利水事業計画の推進状況について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.30
(決)昭49. 5.30
(施)昭49. 6. 1

水資源課

3572 30 49大井川利水計画 復命書（大井川利水対策について打合せ） 昭和４９年度 (起)昭49. 5. 9 水資源課

3572 31 49大井川利水計画
大井川新規利水計画にかかわる問題点について利
水者事務担当との打合せについて

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 4
(決)昭49. 5. 9

水資源課

3572 32 49大井川利水計画 大井川利水計画に関する水質問題について打合せ 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 1
(決)昭49. 5. 4

水資源課

3572 33 49大井川利水計画
長島ダムに関連する大井川新規利水計画の問題点
について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.20
(決)昭49. 4.22

水資源課

3572 34 49大井川利水計画
大井川利水対策にかかわる河川推持流量と水質規
制の関係と対策について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.11
(決)昭49. 4.13

水資源課

3573 1 50大井川利水計画 復命書（大井川広域水道促進協議会幹事会） 昭和５０年度 (起)昭51. 3. 1 水対策調整課

3573 2 50大井川利水計画 復命書（大井川広域水道促進協議会設立総会） 昭和５０年度 (起)昭51. 1.27 水対策調整課

3573 3 50大井川利水計画 大井川広域水道促進協議会設立総会開催について 昭和５０年度 (収)昭51. 1.17 島田市長

3573 4 50大井川利水計画 復命書（長島ダム計画打合せ） 昭和５０年度 (起)昭50.12.15 水対策調整課

3573 5 50大井川利水計画
復命書（大井川広域水道促進協議会準備会幹事
会）

昭和５０年度 (起)昭50.12. 1 水対策調整課

3573 6 50大井川利水計画 復命書（大井川広域水道促進協議会設立準備会） 昭和５０年度 (起)昭50.11. 6 水対策調整課

3573 7 50大井川利水計画 復命書（長島ダムについて打合せ） 昭和５０年度 (起)昭50. 9.25 水対策調整課

3573 8 50大井川利水計画 復命書（長島ダム建設要望について） 昭和５０年度 (起)昭50. 8. 9 水対策調整課
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3573 9 50大井川利水計画
復命書（大井川総合開発推進対策協議会役員会・
総会）

昭和５０年度 (起)昭50. 7.12 水対策調整課

3573 10 50大井川利水計画 役員会開催について 昭和５０年度 (収)昭50. 6.27
大井川総合開発
推進対策協議会
会長

3573 11 50大井川利水計画 復命書（大井川総合開発推進対策協議会幹事会） 昭和５０年度 (起)昭50. 6.28 水対策調整課

3573 12 50大井川利水計画 大井川広域水道事業打合せ会議について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.13
(決)昭50. 6.24

水対策調整課

3573 13 50大井川利水計画 大井川広域水道事業計画について（報告） 昭和５０年度
(起)昭50. 6.13
(決)昭50. 6.17
(施)昭50. 6.17

水対策調整課

3573 14 50大井川利水計画 大井川水道事業の打合せについて 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 5
(決)昭50. 6.17

水対策調整課

3573 15 50大井川利水計画 大井川広域水道事業打合せ会議の開催について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 4
(決)昭50. 6. 4
(施)昭50. 6. 5

水対策調整課

3573 16 50大井川利水計画 大井川長島ダム建設事業の推進について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.12
(決)昭50. 5.31
(施)昭50. 6. 5

水対策調整課

3573 17 50大井川利水計画 大井川広域水道事業打合せ会議の開催について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.14
(決)昭50. 5.15
(施)昭50. 5.15

水対策調整課

3573 18 50大井川利水計画 復命書（大井川上水道給水計画調整協議） 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 6 水対策調整課

3573 19 50大井川利水計画
国営かんぱい事業牧の原地区・浜名湖北部地区の
推進に関する打合せについて

昭和５０年度 (収)昭50. 5. 2 農地企画課長

3573 20 50大井川利水計画 復命書（大井川上水道・給水量調整協議） 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 1 水対策調整課

3574 1 牧の原畑地かんがい調査計画資料 牧の原畑地かんがい調査計画資料 昭和４７年度

3575 1 天竜川流量改訂関係
復命書（天竜川水系工事実施基本計画改定案説明
会）

昭和４７年度 (起)昭48. 3. 1 水資源課

3575 2 天竜川流量改訂関係 天竜川水系工事実施基本計画（改訂案） 昭和４７年度 建設省河川局

3575 3 天竜川流量改訂関係 天竜川水系流量改訂計画説明書 昭和４７年度 建設省河川局

3575 4 天竜川流量改訂関係 天竜川流量検討について（要約版） 昭和４７年度 河川計画課

3576 1 船明ダム関連事業協力金 船明ダム関連事業費の協力について（依頼） 昭和５０年度 (施)昭50. 8.11 水対策調整課

3576 2 船明ダム関連事業協力金
船明ダム建設に伴う関連要望事業の早期実現につ
いて

昭和４９年度 (収)昭49.10.22 天竜市長他

3576 3 船明ダム関連事業協力金 昭和51年２月県議会定例会議案説明書 昭和５０年度
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3576 4 船明ダム関連事業協力金 昭和50年９月県議会定例会議案説明書 昭和５０年度

3576 5 船明ダム関連事業協力金 昭和50年９月県議会定例会知事説明要旨 昭和５０年度

3576 6 船明ダム関連事業協力金 昭和50年９月県議会定例会議案説明書 昭和５０年度

3576 7 船明ダム関連事業協力金 陳情書 昭和４９年度 (収)昭49.10.22 天竜市長他

3576 8 船明ダム関連事業協力金
船明ダム関連公共事業協力要望に対する関係者協
議について

昭和５０年度 (起)昭50. 8.27 水対策調整課

3577 1
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

実績報告書 昭和５０年度 (起)昭50. 5.15 天竜市長

3577 2
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

船明ダム周辺地域整備事業費補助金の交付の確定
について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.22
(決)昭50. 5.28
(施)昭50. 5.30

水対策調整課

3577 3
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

補助金の交付について（決定） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 6
(決)昭50. 3. 8

水資源課

3577 4
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

船明ダム周辺地域整備事業費補助金交付要綱の制
定について（通知）

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 6
(決)昭50. 2. 6
(施)昭50. 2. 7

水資源課

3577 5
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

船明ダム周辺地域整備事業費補助金交付要綱の制
定について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 1.21
(決)昭50. 2. 6

水資源課

3577 6
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

船明ダム周辺地域整備事業費補助金交付の確定に
ついて（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.24
(決)昭49. 5.30
(施)昭49. 5.31

水資源課

3577 7
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

補助金の交付について（決定） 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 6
(決)昭49. 3. 8

水資源課

3577 8
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

船明ダム周辺地域整備事業費補助金交付要綱の制
定について（通知）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.30
(決)昭49. 1.30
(施)昭49. 1.30

水資源課

3577 9
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

船明ダム周辺地域整備事業費補助金交付要綱の制
定について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.11
(決)昭49. 1.29

水資源課

3577 10
船明ダム周辺地域整備事業費補助
金交付要綱綴

昭和48年度総合開発計画関連事業調整費（予算額
30,000千円）の取り扱いについて（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48.12.10
(決)昭48.12.19

水資源課

3578 1 船明ダム共同事業費
船明ダム建設事業に関する基本協定書に付帯した
「申合せ」に係る「了解事項」締結について

昭和４８年度 (施)昭49. 2.25 企画調整部長

3578 2 船明ダム共同事業費
船明ダム建設事業に関する基本協定書に付帯した
「申合せ」に係る「了解事項」の取扱いについて
の検討調書

昭和４９年度 (収)昭49. 4.26
天竜川下流農業
水利事業所

3578 3 船明ダム共同事業費
船明ダム建設に対する要望についての回答の進捗
状況

昭和４８年度 (施)昭49. 3. 1

3578 4 船明ダム共同事業費 了解事項打合せ会 昭和４８年度 (施)昭49. 2. 6

3578 5 船明ダム共同事業費
復命書（船明ダム共同事業費に係わる「申合せ」
の処理について）

昭和４８年度 (起)昭49. 1.19 水資源課
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3578 6 船明ダム共同事業費 「了解事項」に伴う付帯議事録打合せ 昭和４８年度 (施)昭48.11.28

3578 7 船明ダム共同事業費 ９９問題打合せ会 昭和４８年度 (施)昭48.10.15

3578 8 船明ダム共同事業費 ９９問題打合せ 昭和４８年度 (施)昭48. 7.20

3578 9 船明ダム共同事業費 ９９問題打合せ会 昭和４８年度 (施)昭48. 7. 6

3578 10 船明ダム共同事業費
復命書（船明ダム共同事業費修正額についての説
明会）

昭和４８年度 (起)昭48. 5.12 水資源課

3578 11 船明ダム共同事業費
船明ダム共同事業費改定についての説明会等の開
催について

昭和４８年度
(起)昭48. 4.18
(施)昭48. 4.18

水資源課

3578 12 船明ダム共同事業費
船明ダム建設事業に関する基本協定等の打合せに
ついて（復命）

昭和４６年度 (起)昭46. 4.13 調整課

3579 1 電子計算組織運営委員会 新規電子計算化適用業務の決定について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 4
(決)昭51.11. 9
(施)昭51.11. 9

電子計算課

3579 2 電子計算組織運営委員会 電子計算処理新規適用業務検討結果について 昭和５１年度 (起)昭51.11. 2 電子計算課

3579 3 電子計算組織運営委員会
第９回電子計算組織運営委員会の開催について
（通知）

昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.22

電子計算課

3579 4 電子計算組織運営委員会
第８回電子計算組織運営委員会の開催について
（通知）

昭和５１年度
(起)昭51.10. 6
(決)昭51.10. 6

電子計算課

3579 5 電子計算組織運営委員会
第３回静岡県電子計算組織運営委員会新規業務検
討部会の開催について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.21
(決)昭51. 9.22
(施)昭51. 9.22

電子計算課

3579 6 電子計算組織運営委員会
第２回静岡県電子計算組織運営委員会新規業務検
討部会の開催について（通知）

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 6
(決)昭51. 9. 7
(施)昭51. 9. 7

電子計算課

3579 7 電子計算組織運営委員会
静岡県電子計算組織運営委員会新規業務検討部会
の開催について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.21
(決)昭51. 8.24
(施)昭51. 8.24

電子計算課

3579 8 電子計算組織運営委員会
第７回電子計算組織運営委員会の開催について
（通知）

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 5
(決)昭51. 8. 5
(施)昭51. 8. 6

電子計算課

3579 9 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会部会調査員の推薦状況に
ついて

昭和５１年度 (起)昭51. 5.11 電子計算課

3579 10 電子計算組織運営委員会 電子計算組織運営委員会の調査員の選任について 昭和５１年度 (起)昭51. 4.20 電子計算課

3579 11 電子計算組織運営委員会 新規適用業務の検討結果について 昭和５０年度
(起)昭50.10.28
(決)昭50.10.28
(施)昭50.10.28

電子計算課

3579 12 電子計算組織運営委員会 新規適用業務の検討結果について 昭和５０年度
(起)昭50.10.30
(決)昭50.11. 4
(施)昭50.11. 4

電子計算課

3579 13 電子計算組織運営委員会
第６回電子計算組織運営委員会の開催について
（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.10.11
(決)昭50.10.13

電子計算課

3579 14 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会新規適用業務検討部会の
開催について

昭和５０年度
(起)昭50.10. 4
(決)昭50.10. 4

電子計算課
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3579 15 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会新規業務検討部会の開催
について

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 5
(決)昭50. 9. 8

電子計算課

3579 16 電子計算組織運営委員会
静岡県電子計算組織運営委員会第４回調査員会会
議次第等について

昭和５０年度
(起)昭50. 8.27
(決)昭50. 8.28

電子計算課

3579 17 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会第４回調査員会の開催に
ついて

昭和５０年度 (起)昭50. 8.18 電子計算課

3579 18 電子計算組織運営委員会 電子計算組織運営委員会の調査員の依頼について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.24 電子計算課

3579 19 電子計算組織運営委員会 電子計算組織運営委員会の調査員の選任について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.11
(決)昭50. 7.11

電子計算課

3579 20 電子計算組織運営委員会
第５回電子計算組織運営委員会の開催について
（通知）

昭和５０年度 (起)昭50. 7. 3 電子計算課

3579 21 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会第３回調査委員会の開催
について

昭和４９年度
(起)昭50. 2.18
(決)昭50. 2.19

電子計算課

3579 22 電子計算組織運営委員会
第３回電子計算組織運営委員会調査委員会議次第
等について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.20
(決)昭50. 2.21

電子計算課

3579 23 電子計算組織運営委員会
第４回電子計算組織運営委員会の開催について
（通知）

昭和４９年度
(起)昭50. 1.10
(決)昭50. 1.10

電子計算課

3579 24 電子計算組織運営委員会
業務詳細調査とオープン処理の可能性の検討につ
いて（供覧）

昭和４９年度
(起)昭49.12.10
(決)昭49.12.27

電子計算課

3579 25 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会第２回調査員部会開催に
ついて

昭和４９年度
(起)昭49.11.11
(決)昭49.11.11

電子計算課

3579 26 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会第１回部会の会議次第に
ついて

3579 27 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会部会調査員の選任につい
て

昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.24
(施)昭49.10.24

電子計算課

3579 28 電子計算組織運営委員会 電子計算組織運営基本要領の実施について 昭和４９年度
(起)昭49.10.18
(決)昭49.10.21

電子計算課

3579 29 電子計算組織運営委員会
静岡県電子計算組織運営委員会部会調査員の推薦
について

昭和４９年度 (起)昭49. 9.26 電子計算課

3579 30 電子計算組織運営委員会
第３回電子計算組織運営委員会の開催について
（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.19
(決)昭49. 9.21
(施)昭49. 9.21

電子計算課

3579 31 電子計算組織運営委員会
電子計算組織運営委員会の部会調査員について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.26
(決)昭49. 9.21

電子計算組織運
営委員会

3579 32 電子計算組織運営委員会
第３回電子計算組織運営委員会の開催について
（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.13
(決)昭49. 8.22
(施)昭49. 8.23

電子計算課

3579 33 電子計算組織運営委員会
第２回電子計算組織運営委員会の開催について
（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49. 7.31 電子計算課

3579 34 電子計算組織運営委員会
静岡県電子計算組織運営委員会の設置について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.14
(決)昭49. 6.21

電子計算課

3580 1 電子計算組織運営委員会議事録 第１回電子計算組織運営委員会議事録 昭和４９年度 (施)昭49. 6.26 電子計算課

264 ページ



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

3580 2 電子計算組織運営委員会議事録 第２回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和４９年度 (起)昭49. 8. 8 電子計算課

3580 3 電子計算組織運営委員会議事録 第３回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(決)昭49.10. 1

電子計算課

3580 4 電子計算組織運営委員会議事録 第４回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.17
(決)昭50. 1.27

電子計算課

3580 5 電子計算組織運営委員会議事録 第５回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.26
(決)昭50. 7.28

電子計算課

3580 6 電子計算組織運営委員会議事録
電子計算組織運営委員会新規適用業務検討部会議
事録

昭和５０年度 (起)昭50. 9.22 電子計算課

3580 7 電子計算組織運営委員会議事録
電子計算組織運営委員会新規適用業務検討部会議
事録（第２回）

昭和５０年度
(起)昭50.10.17
(決)昭50.10.20

電子計算課

3580 8 電子計算組織運営委員会議事録 第６回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 1
(決)昭50.11. 6

電子計算課

3580 9 電子計算組織運営委員会議事録 第７回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５１年度 (起)昭51. 8.21 電子計算課

3580 10 電子計算組織運営委員会議事録
第７回電子計算組織運営委員会新規適用業務検討
部会議事録について

昭和５１年度 (起)昭51. 9. 2 電子計算課

3580 11 電子計算組織運営委員会議事録
第７回電子計算組織運営委員会（第２回）新規適
用業務検討部会議事録について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.17
(決)昭51. 9.27

電子計算課

3580 12 電子計算組織運営委員会議事録
第７回電子計算組織運営委員会（第３回）新規適
用業務検討部会議事録について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.30
(決)昭51.10. 7

電子計算課

3580 13 電子計算組織運営委員会議事録
静岡県電子計算組織運営委員会新規適用業務検討
部会報告書について

昭和５１年度 (起)昭51.10.13 電子計算課

3580 14 電子計算組織運営委員会議事録 第８回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５１年度
(起)昭51.10.23
(決)昭51.10.29

電子計算課

3580 15 電子計算組織運営委員会議事録 第９回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 4
(決)昭51.11.13

電子計算課

3580 16 電子計算組織運営委員会議事録 第10回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５２年度
(起)昭52.11.22
(決)昭52.11.24

電子計算課

3581 1 環境週間関係 昭和49年度環境週間実施要綱 昭和４９年度

3581 2 環境週間関係 第２回「環境週間」実施行事について（依頼） 昭和４９年度 (施)昭49. 5.24 公害課

3581 3 環境週間関係 昭和49年度環境週間の作文募集について（依頼） 昭和４８年度 (施)昭49. 3.15 公害課

3581 4 環境週間関係 昭和48年度環境週間記念作文コンクール表彰式 昭和４８年度

3582 1
浜松希望寮共同浴場改修費補助金
関係

浜松希望寮共同浴場改修費補助金の交付確定につ
いて（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.15
(施)昭48. 5.15

社会課

3582 2
浜松希望寮共同浴場改修費補助金
関係

浜松希望寮共同浴場改修費補助金の交付について
（決定）

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 5
(決)昭48. 1.11

社会課
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3582 3
浜松希望寮共同浴場改修費補助金
関係

浜松希望寮共同浴場改修費補助金の交付要綱の制
定について

昭和４７年度
(起)昭47.10.23
(決)昭47.11.24
(施)昭47.11.27

社会課

3583 1 公衆衛生活動事業費補助金綴 補助金の交付確定について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.27
(決)昭51. 5. 1
(施)昭51. 5. 1

医務課

3583 2 公衆衛生活動事業費補助金綴 補助金の交付確定について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.12
(決)昭51. 3.15
(施)昭51. 3.15

医務課

3583 3 公衆衛生活動事業費補助金綴 補助金の交付確定について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(決)昭51. 3.23
(施)昭51. 3.23

医務課

3583 4 公衆衛生活動事業費補助金綴
昭和50年度公衆衛生活動事業費補助金の交付決定
について

昭和５０年度 (起)昭50.11.11 医務課

3583 5 公衆衛生活動事業費補助金綴 補助金の交付確定について 昭和５０年度
(起)昭50.11.27
(決)昭50.12. 2
(施)昭50.12. 2

医務課

3583 6 公衆衛生活動事業費補助金綴
昭和50年度公衆衛生活動事業費補助金の交付決定
について

昭和５０年度 (起)昭50.11.14 医務課

3583 7 公衆衛生活動事業費補助金綴
昭和50年度公衆衛生活動事業費補助金の交付内示
について

昭和５０年度
(起)昭50.10. 7
(決)昭50.10. 9
(施)昭50.10.14

医務課

3583 8 公衆衛生活動事業費補助金綴
昭和50年度公衆衛生活動事業費補助金の内示につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 8.29
(決)昭50. 9. 1
(施)昭50. 9. 1

医務課

3584 1
中小企業高度化事業実施状況報告
書（１）

中小企業高度化事業実施状況報告書 昭和４６年度 (起)昭47. 1.18 中小企業課

3585 1
中小企業高度化事業実施状況報告
書（２）

中小企業高度化事業実施状況報告書 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 7 中小企業課

3585 2
中小企業高度化事業実施状況報告
書（２）

計画診断にかかる勧告について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(決)昭46. 9.20
(施)昭46. 9.20

工業課

3586 1 工場集団化事業実施計画書（１） 工場集団化事業実施計画書 昭和４６年度 (収)昭47. 3.15 片山電機

3587 1 工場集団化事業実施計画書（２） 工場集団化事業実施計画書 昭和４６年度 (収)昭47. 3.15 沼津鉄工

3588 1
（協）焼津水産加工センター　
No.１

施設設置計画書 昭和４９年度 (収)昭49.11.23
協同組合焼津水
産加工センター

3589 1
（協）焼津水産加工センター　
No.２

高度化資金（工場等集団化資金）貸付けに係る金
銭消費貸借契約の締結について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 8
(決)昭50. 3.10
(施)昭50. 3.25

中小企業課

3589 2
（協）焼津水産加工センター　
No.２

貸付金交付請求書の提出について 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 8
(決)昭50. 3.10
(施)昭50. 3.10

中小企業課

3589 3
（協）焼津水産加工センター　
No.２

中小企業高度化資金貸付検査報告書 昭和４９年度 (起)昭50. 3. 8 中小企業課

3589 4
（協）焼津水産加工センター　
No.２

設置等完了届出書 昭和４９年度 (収)昭50. 3. 1
協同組合焼津水
産加工センター

3589 5
（協）焼津水産加工センター　
No.２

中小企業高度化資金（工場等集団化資金）の貸付
決定について（伺）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.24
(決)昭50. 2.28

中小企業課

3589 6
（協）焼津水産加工センター　
No.２

借入申請書変更届の提出について（うかがい） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.10
(決)昭50. 2.12
(施)昭50. 2.12

中小企業課
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3589 7
（協）焼津水産加工センター　
No.２

昭和49年度高度化資金（工場等集団化資金）借入
申請書の提出について

昭和４９年度
(起)昭49.12.14
(決)昭49.12.16
(施)昭49.12.16

中小企業課

3589 8
（協）焼津水産加工センター　
No.２

高度化資金（工場等集団化資金）貸付けに係る金
銭消費貸借契約の締結について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭49.12. 7
(決)昭49.12.13
(施)昭49.12.25

中小企業課

3589 9
（協）焼津水産加工センター　
No.２

中小企業高度化資金貸付検査報告書 昭和４９年度 (起)昭49.11.30 中小企業課

3589 10
（協）焼津水産加工センター　
No.２

中小企業高度化資金（工場等集団化資金）の貸付
決定について（伺）

昭和４９年度
(起)昭49.11.29
(決)昭49.12. 7

中小企業課

3589 11
（協）焼津水産加工センター　
No.２

貸付金交付請求書の提出について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 2
(決)昭49.12. 3
(施)昭49.12. 6

中小企業課

3589 12
（協）焼津水産加工センター　
No.２

設置等完了届出書 昭和４９年度 (収)昭49.11.27
協同組合焼津水
産加工センター

3589 13
（協）焼津水産加工センター　
No.２

昭和49年度高度化資金（工場等集団化資金）貸付
内定について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭49.11.19
(決)昭49.11.21
(施)昭49.11.22

中小企業課

3589 14
（協）焼津水産加工センター　
No.２

昭和49年度高度化資金（工場等集団化資金）借入
申請書の提出について

昭和４９年度
(起)昭49.11.16
(決)昭49.11.18
(施)昭49.11.18

中小企業課

3589 15
（協）焼津水産加工センター　
No.２

昭和49年度高度化資金（工場等集団化資金）借入
予備申請書の提出について

昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.23
(施)昭49.10.28

中小企業課

3590 1 46失業保険適用例規綴 農林水産業に対する失業保険の適用について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 2
(決)昭46. 4. 3
(施)昭46. 4. 5

失業保険課

3590 2 46失業保険適用例規綴 一人親方に対する失業保険の適用について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 2
(決)昭46. 4. 3
(施)昭46. 4. 5

失業保険課

3590 3 46失業保険適用例規綴 一人親方に対する失業保険の適用について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 2
(決)昭46. 4. 3
(施)昭46. 4. 5

失業保険課

3590 4 46失業保険適用例規綴 特別保険料制度に関する事務処理について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 2
(決)昭46. 6. 9
(施)昭46. 6. 9

失業保険課

3590 5 46失業保険適用例規綴 特別保険料に関する事務処理について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 2
(決)昭46. 6. 9
(施)昭46. 6. 9

失業保険課

3590 6 46失業保険適用例規綴
昭和32年労働省告示第19号及び20号並びに昭和35
年労働省告示第26号の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46.10.15
(決)昭46.10.16
(施)昭46.10.18

失業保険課

3590 7 46失業保険適用例規綴
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関
する法律施行令の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 8
(決)昭47. 1.12
(施)昭47. 1.12

失業保険課

3590 8 46失業保険適用例規綴 農林水産業に対する失業保険の適用について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.30
(決)昭47. 3.31
(施)昭47. 3.31

失業保険課

3590 9 46失業保険適用例規綴 一人親方に対する失業保険の適用について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.30
(決)昭47. 3.31
(施)昭47. 3.31

失業保険課

3590 10 46失業保険適用例規綴 通達一覧整理番号の訂正について 昭和４６年度
(起)昭46.12.17
(決)昭46.12.17
(施)昭46.12.18

失業保険課

3590 11 46失業保険適用例規綴 明治生命保険相互会社の失業保険の適用について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 5
(決)昭47. 2. 7
(施)昭47. 2. 7

失業保険課
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3590 12 46失業保険適用例規綴
公共職業安定所の出張所及び分庁舎の廃止に伴う
日雇失業保険の適用区域の変更等に係る報告につ
いて

昭和４６年度 (収)昭47. 3.28
労働省職業安定
局失業保険課長

3591 1
46失業保険適用例規綴（期間通算
関係のみ）

失業保険期間通算業務の取扱について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.14
(決)昭46. 4.16
(施)昭46. 4.16

失業保険課

3591 2
46失業保険適用例規綴（期間通算
関係のみ）

失業保険期間通算業務取扱要領の改訂について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.14
(決)昭46. 4.16
(施)昭46. 4.16

失業保険課

3591 3
46失業保険適用例規綴（期間通算
関係のみ）

失業保険期間通算関係諸通知取扱について 昭和４６年度
(起)昭46. 5. 7
(決)昭46. 5.10
(施)昭46. 5.10

失業保険課

3591 4
46失業保険適用例規綴（期間通算
関係のみ）

残日数確認通報の改正について 昭和４６年度
(起)昭46.12. 6
(決)昭46.12. 7
(施)昭46.12. 7

失業保険課

3592 1 50失業保険適用例規綴
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
等の一部改正について

昭和５０年度 (収)昭50. 4. 3 労働大臣官房長

3592 2 50失業保険適用例規綴
雇用保険関係データ受理状況及び諸通報の通知に
ついて

昭和５０年度 (収)昭50. 6.16
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室長

3592 3 50失業保険適用例規綴
昭和50年度報奨金の交付に関する事務処理につい
て

昭和５０年度 (収)昭50. 6.12
労働大臣官房労
働保険徴収課長

3592 4 50失業保険適用例規綴 短期間就労者に対する雇用保険の適用について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 3
(決)昭50. 7. 5
(施)昭50. 7. 5

雇用保険課

3592 5 50失業保険適用例規綴 継続雇用特例被保険者に関する取扱い等について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.20
(決)昭50. 8.25
(施)昭50. 8.25

雇用保険課

3592 6 50失業保険適用例規綴 期間通算関係データの資料送付について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.29
(決)昭50. 9. 4
(施)昭50. 9. 5

雇用保険課

3592 7 50失業保険適用例規綴
雇用保険率種別番号の適用事業所台帳への記録等
について

昭和５０年度
(起)昭50.10.23
(決)昭50.10.25
(施)昭50.10.27

雇用保険課

3592 8 50失業保険適用例規綴
昭和50年度における短期雇用特例被保険者制度の
運用に係る事務処理について

昭和５０年度
(起)昭50.11.18
(決)昭50.11.25
(施)昭50.11.25

雇用保険課

3592 9 50失業保険適用例規綴
昭和50年度における短期雇用特例被保険者制度の
運用に係る事務処理に要するゴム印の送付につい
て

昭和５０年度
(起)昭50.11.25
(決)昭50.11.26
(施)昭50.11.27

雇用保険課

3592 10 50失業保険適用例規綴
雇用保険法第17条第３項に規定する賃金日額が著
しく不当である場合の取扱いについて

昭和５０年度 (起)昭50.12.12 雇用保険課

3592 11 50失業保険適用例規綴
昭和50年度における短期雇用特例被保険者制度の
運用に係る事務処理について

昭和５０年度
(起)昭50.12.17
(決)昭50.12.18
(施)昭50.12.18

雇用保険課

3592 12 50失業保険適用例規綴
船員法第１条第２項第３号の漁船の範囲を定める
政令の一部を改正する政令の公布について

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 5
(決)昭51. 2. 7
(施)昭51. 2. 9

雇用保険課

3592 13 50失業保険適用例規綴
船員法第１条第２項第３号の漁船の範囲を定める
政令の一部を改正する政令の施行に伴う雇用保険
関係業務の経過的取扱いについて

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 5
(決)昭51. 2. 7
(施)昭51. 2. 9

雇用保険課

3592 14 50失業保険適用例規綴
昭和50年度における短期雇用特例被保険者制度の
運用について

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 5
(決)昭51. 2. 6
(施)昭51. 2. 6

雇用保険課
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3592 15 50失業保険適用例規綴
雇用保険短期雇用特例被保険者確認書等の記載内
容の変更について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(決)昭51. 3.18
(施)昭51. 3.18

雇用保険課

3592 16 50失業保険適用例規綴 短期雇用特例被保険者に関する取扱いについて 昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(決)昭51. 3.18
(施)昭51. 3.18

雇用保険課

3592 17 50失業保険適用例規綴
大同生命保険相互会社の外務職員の雇用保険適用
について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(決)昭51. 3.23
(施)昭51. 3.23

雇用保険課

3593 1 46失業保険適用関係綴
失業保険適用事業所の労災保険事業所番号の把握
について

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 2
(決)昭46. 4. 5
(施)昭46. 4. 5

失業保険課

3593 2 46失業保険適用関係綴 復命書（失業保険期間通算業務ブロック会議） 昭和４６年度 (起)昭46. 4.26 失業保険課

3593 3 46失業保険適用関係綴
期間通算関係業務に関する公共職業安定所の意見
書について

昭和４５年度
(起)昭46. 3.29
(施)昭46. 3.30

失業保険課

3593 4 46失業保険適用関係綴
失業保険期間通算関係業務ブロック会議の開催に
ついて

昭和４５年度
(起)昭46. 3.27
(決)昭46. 3.28
(施)昭46. 3.28

失業保険課

3593 5 46失業保険適用関係綴
期間通算関係業務の疑義または問題点に関する公
共職業安定所の意見について

昭和４５年度
(起)昭46. 3.13
(決)昭46. 3.15
(施)昭46. 3.15

失業保険課

3593 6 46失業保険適用関係綴
失業保険期間通算関係業務ブロック会議出席者名
等について

昭和４５年度 (起)昭46. 3.30 失業保険課

3593 7 46失業保険適用関係綴 期間通算関係業務打合会議開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.27
(決)昭46. 4.27
(施)昭46. 4.27

失業保険課

3593 8 46失業保険適用関係綴
期間通算関係業務における再調査の発生防止につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 5.13
(決)昭46. 5.17
(施)昭46. 5.17

失業保険課

3593 9 46失業保険適用関係綴 失業保険未適用事業所の適用促進について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.10
(決)昭46. 5.15
(施)昭46. 5.15

失業保険課

3593 10 46失業保険適用関係綴
日雇失業保険の適用区域の指定に関する労働省告
示の形式的変更について

昭和４６年度
(起)昭46. 7. 2
(決)昭46. 7.17
(施)昭46. 7.20

失業保険課

3593 11 46失業保険適用関係綴 失業保険未適用事業所の適用促進について 昭和４６年度 (収)昭46. 7.27
磐田公共職業安
定所天竜出張所
長

3593 12 46失業保険適用関係綴 中小企業等協同組合名簿について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.30
(施)昭46. 7. 1

失業保険課

3593 13 46失業保険適用関係綴 失業保険適用事業所の廃止届の提出等について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 1
(決)昭46. 6. 1
(施)昭46. 6. 1

失業保険課

3593 14 46失業保険適用関係綴
450号Ａ様式「該当なし事業所」「零人の事業
所」に関する関係データの点検補正のためのブ
ロック会議開催について

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 9
(決)昭46. 8. 9
(施)昭46. 8.10

失業保険課

3593 15 46失業保険適用関係綴 失業保険被保険者の取扱について 昭和４６年度 (収)昭46. 7. 7
下田公共職業安
定所長

3593 16 46失業保険適用関係綴
失業保険被保険者総数報告書提出命令事業所一覧
表の送付について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.14
(決)昭46. 7.16
(施)昭46. 7.30

失業保険課

3593 17 46失業保険適用関係綴
健康保険組合常務理事の被保険者資格の有無につ
いて

昭和４６年度 (施)昭46. 8.23 失業保険課
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3593 18 46失業保険適用関係綴 被保険者資格の有無に関する照合について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.27
(決)昭46. 7.27
(施)昭46. 7.27

失業保険課

3593 19 46失業保険適用関係綴 期間通算関係再調査データの照合について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.26
(決)昭46. 7.26
(施)昭46. 7.28

失業保険課

3593 20 46失業保険適用関係綴 期間通算関係再調査データの照合について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.26
(決)昭46. 7.26
(施)昭46. 7.28

失業保険課

3593 21 46失業保険適用関係綴
有限会社の取締役に対する失業保険の適用につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 7.31
(施)昭46. 8.12

失業保険課

3593 22 46失業保険適用関係綴 失業保険未適用事業所の適用促進について 昭和４６年度 (収)昭46. 7. 5
磐田公共職業安
定所天竜出張所
長

3593 23 46失業保険適用関係綴

定例業務報告450号Ａ様式（「産業別希望別失業
保険適用状況」集計）に「該当なし事業所」及び
「被保険者数零人の事業所」として計上されたも
のの一覧表の送付について

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 5
(決)昭46. 8. 9
(施)昭46. 8.10

失業保険課

3593 24 46失業保険適用関係綴 失業保険適用事業所の廃止届等の提出について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.17
(決)昭46. 8.17
(施)昭46. 8.17

失業保険課

3593 25 46失業保険適用関係綴 移転事業所連絡表送付について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.16
(施)昭46. 9.20

失業保険課

3593 26 46失業保険適用関係綴 失業保険適用促進状況送付について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(決)昭46. 9.20
(施)昭46. 9.21

失業保険課

3593 27 46失業保険適用関係綴 移転事業所の連絡について 昭和４６年度
(起)昭46.10.30
(決)昭46.10.30
(施)昭46.11. 2

失業保険課

3593 28 46失業保険適用関係綴 失業保険適用促進状況送付について 昭和４６年度
(起)昭46.10.29
(決)昭46.10.30
(施)昭46.11. 2

失業保険課

3593 29 46失業保険適用関係綴 被保険者台帳の生年月日の調査等依頼について 昭和４６年度
(起)昭46.10. 8
(決)昭46.10.15
(施)昭46.10.18

失業保険課

3593 30 46失業保険適用関係綴 期間通算関係データ処理状況について 昭和４６年度
(起)昭46.10. 6
(決)昭46.10. 9
(施)昭46.10.18

失業保険課

3593 31 46失業保険適用関係綴 失業保険適用促進状況送付について 昭和４６年度
(起)昭46.11.17
(決)昭46.11.17
(施)昭46.11.18

失業保険課

3593 32 46失業保険適用関係綴
事業所の移転に伴う事業所番号の一括変更につい
て

昭和４６年度
(起)昭46.12.22
(決)昭46.12.23
(施)昭46.12.23

失業保険課

3593 33 46失業保険適用関係綴 期間通算関係データ処理状況報告について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 9
(決)昭46.11.11
(施)昭46.11.11

失業保険課

3593 34 46失業保険適用関係綴 移転事業所連絡表について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 9
(決)昭46.11.11
(施)昭46.11.11

失業保険課

3593 35 46失業保険適用関係綴 被保険者台帳の生年月日の調査状況について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 5
(決)昭46.11. 9
(施)昭46.11. 9

失業保険課

3593 36 46失業保険適用関係綴
労働保険相談員打合せ会会次第について（うかが
い）

昭和４６年度 (起)昭46.12.10 失業保険課

3593 37 46失業保険適用関係綴 労働保険相談員業務打合会開催について 昭和４６年度
(起)昭46.11.27
(決)昭46.11.30
(施)昭46.12. 1

失業保険課
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3593 38 46失業保険適用関係綴 期間通算関係データ処理状況について 昭和４６年度
(起)昭46.12. 6
(決)昭46.12. 6
(施)昭46.12. 7

失業保険課

3593 39 46失業保険適用関係綴 特別保険料に関する調査について 昭和４６年度
(起)昭46.12.17
(決)昭46.12.17
(施)昭46.12.18

失業保険課

3593 40 46失業保険適用関係綴 労働保険の適用徴収一元化関係資料について 昭和４６年度
(起)昭46.12.18
(施)昭46.12.18

失業保険課

3593 41 46失業保険適用関係綴 期間通算関係データ処理状況について 昭和４６年度
(起)昭47. 1. 5
(決)昭47. 1. 5
(施)昭47. 1. 5

失業保険課

3593 42 46失業保険適用関係綴 失業保険適用促進状況の送付について 昭和４６年度
(起)昭47. 1. 5
(決)昭47. 1. 5
(施)昭47. 1. 5

失業保険課

3593 43 46失業保険適用関係綴 失業保険適用促進状況の送付について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.14
(決)昭47. 1.18
(施)昭47. 1.19

失業保険課

3593 44 46失業保険適用関係綴 失業保険適用事業所に関する情報について 昭和４６年度
(起)昭46.12. 1
(決)昭46.12. 3
(施)昭46.12. 3

失業保険課

3593 45 46失業保険適用関係綴
適用徴収一元化後における失業保険適用関係事務
処理要項（案）について

昭和４６年度 (収)昭46.12. 6
労働省職業安定
局失業保険課業
務班長

3594 1 50失業保険適用関係綴
雇用保険業務に使用する官印（小）の改印につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 3
(決)昭50. 4. 4
(施)昭50. 4. 4

雇用保険課

3594 2 50失業保険適用関係綴 安定所記録の入力について 昭和５０年度 (収)昭50. 4.18
労働省職業安定
局労働市場セン
ター業務室長

3594 3 50失業保険適用関係綴 短期雇用特別被保険者に係る報告（うかがい） 昭和５０年度
(起)昭50. 6.13
(決)昭50. 6.13
(施)昭50. 6.13

雇用保険課

3594 4 50失業保険適用関係綴
雇用保険業務に使用する官印（小）の改印につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 2
(決)昭50. 6. 4
(施)昭50. 6. 4

雇用保険課

3594 5 50失業保険適用関係綴 短期雇用特例被保険者確認通知書の送付について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 4
(施)昭50. 6. 5

雇用保険課

3594 6 50失業保険適用関係綴 適用状況一覧表の送付について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.17
(決)昭50. 6.18
(施)昭50. 6.18

雇用保険課

3594 7 50失業保険適用関係綴 「被保険者零人事業所」の送付について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.18
(施)昭50. 6.18

雇用保険課

3594 8 50失業保険適用関係綴
「労働保険適用関係事務処理基準」の送付につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 7.16
(決)昭50. 7.21
(施)昭50. 8. 1

雇用保険課

3594 9 50失業保険適用関係綴
「労働保険適用関係事務処理基準」の正誤につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 7
(決)昭50. 8. 8
(施)昭50. 8. 8

雇用保険課

3594 10 50失業保険適用関係綴 「雇用保険のしおり」の送付について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.18
(決)昭50. 7.21

雇用保険課

3594 11 50失業保険適用関係綴
雇用保険の実務の手引き理論及び労務保険徴収法
の配付について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.10
(決)昭50. 9.12
(施)昭50. 9.23

雇用保険課

3594 12 50失業保険適用関係綴 保険関係表示ゴム印の送付について 昭和５０年度
(起)昭50.10.21
(決)昭50.10.21
(施)昭50.10.21

雇用保険課
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3594 13 50失業保険適用関係綴 ゴム印の作成について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(決)昭50.10.14
(施)昭50.10.14

雇用保険課

3594 14 50失業保険適用関係綴
雇用保険業務に使用する官印（小）の改印につい
て（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50.12. 2
(決)昭50.12. 3
(施)昭50.12. 5

雇用保険課

3594 15 50失業保険適用関係綴
雇用保険業務に使用する官印（小）の改印につい
て

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 6
(決)昭51. 2. 7
(施)昭51. 2.13

雇用保険課

3594 16 50失業保険適用関係綴
雇用保険業務に使用する官印（小）の改印につい
て

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 6
(決)昭51. 2. 7
(施)昭51. 2.13

雇用保険課

3594 17 50失業保険適用関係綴
雇用保険業務に使用する官印（小）の改印につい
て（通知）

昭和５０年度
(起)昭51. 2.21
(決)昭51. 2.23
(施)昭51. 2.23

雇用保険課

3594 18 50失業保険適用関係綴
労働市場センター業務室におけるデータの処理周
期の変更について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(決)昭51. 3.17
(施)昭51. 3.17

雇用保険課

3594 19 50失業保険適用関係綴 適用状況一覧表の送付について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.23
(決)昭51. 3.23
(施)昭51. 3.23

雇用保険課

3594 20 50失業保険適用関係綴 復命書（県外視察） 昭和４９年度 (起)昭50. 2.24 失業保険課

3594 21 50失業保険適用関係綴
昭和49年度確定申告保険料に係る算定基礎調査の
実施状況について

昭和５０年度 (起)昭50.10.20 雇用保険課

3594 22 50失業保険適用関係綴
「短期雇用特例被保険者の制度」に係るパンフ
レットの配布について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.29
(決)昭50.10. 3
(施)昭50.10. 3

雇用保険課

3594 23 50失業保険適用関係綴
短期雇用特例被保険者の制度に係るパンフレット
の印刷について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.19
(決)昭50. 9.20

雇用保険課

3594 24 50失業保険適用関係綴 継続雇用特例被保険者に関する処理について 昭和５０年度
(起)昭50.10.16
(決)昭50.10.18
(施)昭50.10.18

雇用保険課

3595 1 雇用促進住宅建設関係綴 昭和47年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.23
(決)昭47. 3.28

失業保険課

3595 2 雇用促進住宅建設関係綴 昭和47年度雇用促進住宅の設置要望について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.29
(決)昭47. 1.31
(施)昭47. 1.31

失業保険課

3595 3 雇用促進住宅建設関係綴 昭和47年度雇用促進住宅の建設要望について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.29
(施)昭47. 2.15

失業保険課

3595 4 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅建設に関する陳情について

3595 5 雇用促進住宅建設関係綴 供覧（雇用促進住宅についての陳情） 昭和４６年度 (起)昭46. 8.31 失業保険課

3595 6 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅建設予定地調査について 昭和４７年度 (起)昭47. 5.27 失業保険課

3595 7 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅建設予定地調査について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.27 失業保険課

3595 8 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅国本宿舎の建設用地決定について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.14
雇用促進事業団
理事長

3595 9 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅国本宿舎敷地の売買契約の締結につ
いて

昭和４７年度 (収)昭47. 6.22
雇用促進事業団
理事長
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3595 10 雇用促進住宅建設関係綴 昭和46年度住宅建設戸数について（回答） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.19
(施)昭47. 2.25

失業保険課

3595 11 雇用促進住宅建設関係綴 資料の作成について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.23 失業保険課

3595 12 雇用促進住宅建設関係綴 建設業者一覧表の送付について 昭和４７年度 (収)昭47. 5.24
雇用促進事業団
経理部長

3595 13 雇用促進住宅建設関係綴 昭和47年度雇用促進住宅の建設要望について 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 1 失業保険課

3595 14 雇用促進住宅建設関係綴 昭和47年度雇用促進住宅の設置要望について 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 1 失業保険課

3595 15 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅建設予定地の調査について 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 7
(決)昭47. 7. 7
(施)昭47. 7. 8

失業保険課

3595 16 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和４７年度 (収)昭47. 8.10
雇用促進事業団
名古屋支部長

3595 17 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅上野部宿舎の建設用地決定について 昭和４７年度 (収)昭47. 8. 2
雇用促進事業団
理事長

3595 18 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅天白宿舎の建設用地決定について 昭和４７年度 (収)昭47. 7.31
雇用促進事業団
理事長

3595 19 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅細江第２宿舎の建設用地決定につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 7.31
雇用促進事業団
理事長

3595 20 雇用促進住宅建設関係綴 昭和47年度雇用促進住宅の建設要望について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.31 失業保険課

3595 21 雇用促進住宅建設関係綴 昭和47年度雇用促進住宅の設置要望について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.31 失業保険課

3595 22 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅上野部宿舎敷地の売買契約の締結に
ついて

昭和４７年度 (収)昭47. 8.16
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 23 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅細江第２宿舎敷地の売買契約の締結
について

昭和４７年度 (収)昭47. 8.16
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 24 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅天白宿舎敷地の売買契約の締結につ
いて

昭和４７年度 (収)昭47. 8.16
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 25 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅天白宿舎新築工事の現場説明及び入
札について

昭和４７年度 (収)昭47. 9. 4
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 26 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅上野部宿舎新築工事の現場説明及び
入札について

昭和４７年度 (収)昭47. 9. 4
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 27 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅国本宿舎新築工事の現場説明及び入
札について

昭和４７年度 (収)昭47. 7.22
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 28 雇用促進住宅建設関係綴 昭和47年度雇用促進住宅設置計画について 昭和４７年度 (収)昭47. 9. 7
労働省職業安定
局長

3595 29 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和４７年度 (収)昭47. 9. 6
雇用促進事業団
名古屋支部長

3595 30 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和４７年度 (収)昭47. 9.26
雇用促進事業団
名古屋支部長
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3595 31 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和４７年度 (収)昭47. 9.26
雇用促進事業団
名古屋支部長

3595 32 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅建設予定地の調査について 昭和４７年度 (起)昭47.10.24 失業保険課

3595 33 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅惣右衛門宿舎敷地の売買契約の締結
について

昭和４７年度 (収)昭47.11.24
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 34 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅惣右衛門宿舎の建設用地決定につい
て

昭和４７年度 (収)昭47.11.13
雇用促進事業団
理事長

3595 35 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅天間宿舎の建設用地決定について 昭和４７年度 (収)昭47.12. 2
雇用促進事業団
理事長

3595 36 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅惣右衛門宿舎新築工事の現場説明及
び入札について

昭和４７年度 (収)昭47.12. 9
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 37 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅天間宿舎新築工事の現場説明及び入
札について

昭和４７年度 (収)昭47.12. 9
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 38 雇用促進住宅建設関係綴 陳情書 昭和４７年度 (収)昭47.10.12 島田市長

3595 39 雇用促進住宅建設関係綴 陳情書 昭和４７年度 (収)昭47.10.30 掛川市長

3595 40 雇用促進住宅建設関係綴 陳情書 昭和４７年度 (収)昭47.11.16 大浜町長

3595 41 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅目的外借用について（陳情） 昭和４７年度
(起)昭47.12.14
(決)昭47.12.15

失業保険課

3595 42 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅天間宿舎敷地の売買契約の締結につ
いて

昭和４７年度 (収)昭48. 1.22
雇用促進事業団
経理担当理事

3595 43 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和４７年度 (収)昭48. 2. 9
雇用促進事業団
名古屋支部長

3595 44 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和４７年度 (収)昭47.12.26
雇用促進事業団
名古屋支部長

3595 45 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅の整備及び修理工事の指名参加希望
について

昭和４７年度 (収)昭48. 3.15
雇用促進事業団
名古屋支部長

3595 46 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅管理主事事務打合会の開催について 昭和４７年度 (収)昭48. 2.21
雇用促進事業団
名古屋支部長

3595 47 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅目的外借用について 昭和４７年度
(起)昭47.12.12
(施)昭47.12.13

失業保険課

3595 48 雇用促進住宅建設関係綴
雇用促進住宅一星山宿舎の特別貸与について（伺
い）

昭和４７年度 (起)昭48. 2. 8 失業保険課

3595 49 雇用促進住宅建設関係綴 雇用促進住宅天間宿舎について（申請） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.14
(決)昭48. 3.17
(施)昭48. 3.27

失業保険課

3596 1
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

「勤労総合福祉センター」の設置に係る資料の送
付について

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 8
(決)昭50. 8. 8
(施)昭50. 8. 8

雇用保険課

3596 2
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

勤労者総合福祉センターの建設について 昭和４９年度
(起)昭49.11.29
(決)昭49.12. 2
(施)昭49.12. 3

雇用保険課
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3596 3
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センターの建設に係る覚書の交
換について

昭和４９年度 (起)昭50. 3.17 雇用保険課

3596 4
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センター建設に係る覚書の締結
について

昭和４９年度
(起)昭50. 2.24
(決)昭50. 3.15

雇用保険課

3596 5
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センターの建設に係る土地貸借
契約書の締結について

昭和５０年度 (起)昭50. 6.11 雇用保険課

3596 6
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センター用地に係る「土地貸借
契約書」の締結について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.27
(決)昭50. 6. 9

雇用保険課

3596 7
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センター建設に係る確認書につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 5.10
(決)昭50. 5.19
(施)昭50. 5.19

雇用保険課

3596 8
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センターの愛称について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.25
(決)昭50. 7. 3
(施)昭50. 7. 3

雇用保険課

3596 9
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

勤労総合福祉センター本館の設計変更について 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 6
(決)昭50. 9. 6
(施)昭50. 9. 6

雇用保険課

3596 10
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センター「富士ハイツ」の設計
変更及び追加工事の要望について

昭和５０年度
(起)昭50.12. 1
(決)昭50.12. 9
(施)昭50.12.12

雇用保険課

3596 11
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センター「富士ハイツ」の利用
料について（協議）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.23
(決)昭51. 1.28
(施)昭51. 1.28

雇用保険課

3596 12
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センター備品購入計画について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.23
(決)昭51. 1.28
(施)昭51. 1.28

雇用保険課

3596 13
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センター「富士ハイツ」の備品
購入地元業者の推せんについて

昭和５０年度
(起)昭51. 1.23
(決)昭51. 1.28
(施)昭51. 1.28

雇用保険課

3596 14
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

会計検査院の検査に係る資料作成について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(決)昭51. 3.17
(施)昭51. 3.17

雇用保険課

3596 15
静岡勤労総合福祉センター（運営
委託外）

静岡勤労総合福祉センター「富士ハイツ」の運営
に係る打合せの資料作成について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(決)昭51. 3.17
(施)昭51. 3.17

雇用保険課

3597 1 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設建設用地調査書の提出につ
いて

昭和４９年度
(起)昭50. 2.19
(決)昭50. 2.19
(施)昭50. 2.19

失業保険課

3597 2 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
野外趣味活動施設設置にかかる建設計画の打合せ
について

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 5
(決)昭50. 3. 5
(施)昭50. 3. 6

失業保険課

3597 3 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
昭和50年度建設にかかる野外趣味活動施設建設用
地調査結果について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.12
(決)昭50. 5.15
(施)昭50. 5.15

雇用保険課

3597 4 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
野外趣味活動施設の設置に関する覚書並びに土地
貸借契約について

昭和５０年度
(起)昭50. 6.21
(決)昭50. 6.21
(施)昭50. 6.23

雇用保険課

3597 5 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
野外趣味活動施設の設置に関する覚書並びに土地
貸借契約について

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 2
(決)昭50. 7. 8
(施)昭50. 7. 9

雇用保険課

3597 6 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
野外趣味活動施設の設置に関する覚書及び土地貸
借契約書について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 5
(決)昭50. 6.14

雇用保険課

3597 7 掛川野外趣味活動施設建設関係綴 概算見積書提出について 昭和５０年度 (収)昭50. 7. 4 掛川市総務課長

3597 8 掛川野外趣味活動施設建設関係綴 野外趣味活動施設の愛称について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 9
(決)昭50. 7.10
(施)昭50. 7.10

雇用保険課
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3597 9 掛川野外趣味活動施設建設関係綴 「掛川野外趣味活動施設」の建設工事について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.11
(決)昭50. 7.12
(施)昭50. 7.12

雇用保険課

3597 10 掛川野外趣味活動施設建設関係綴 野外趣味活動施設建設工事基本設計書について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.23
(決)昭50. 6.23
(施)昭50. 6.23

雇用保険課

3597 11 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設に係る設計監理業務につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 5.20
(決)昭50. 5.25
(施)昭50. 5.25

雇用保険課

3597 12 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設の設置に関する覚書及び土
地使用貸借契約書の締結について

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 2
(決)昭50. 8. 4
(施)昭50. 8. 4

雇用保険課

3597 13 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設建設工事に係る関係図面配
布状況について

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 4
(決)昭50. 8. 4
(施)昭50. 8. 4

雇用保険課

3597 14 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
野外趣味活動施設建設にかかる附属施設の施行に
ついて

昭和５０年度 (収)昭50. 8. 8 掛川市長

3597 15 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
復命書（掛川野外趣味活動施設新築工事の現場説
明並びに入札執行）

昭和５０年度 (起)昭50. 8.14 雇用保険課

3597 16 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川「いこいの広場」新築工事起工式にかかる労
働部長祝辞について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.26
(決)昭50. 8.27

雇用保険課

3597 17 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設計画平面図及び工事仕様書
送付について

昭和５０年度 (収)昭50. 8.29 掛川市長

3597 18 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設の設計変更及び予算増額に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50.12.16
(決)昭50.12.16
(施)昭50.12.16

雇用保険課

3597 19 掛川野外趣味活動施設建設関係綴 掛川野外趣味活動施設の変更工事について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.16
(決)昭51. 1.16
(施)昭51. 1.16

雇用保険課

3597 20 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設の新築工事設計変更工事費
調書の提出について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.29
(決)昭51. 1.29
(施)昭51. 1.29

雇用保険課

3597 21 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川「いこいの広場」竣工式にかかる労働部長あ
いさつについて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.11
(決)昭51. 3.13

雇用保険課

3597 22 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設建設工事請負者にかかる感
謝状の下附願いについて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.16
(施)昭51. 3.16

雇用保険課

3597 23 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設竣工にかかる落成式案内状
並びに式次第について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.13
(決)昭51. 3.15
(施)昭51. 3.15

雇用保険課

3597 24 掛川野外趣味活動施設建設関係綴 掛川野外趣味活動施設落成式について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.18
(決)昭51. 3.18
(施)昭51. 3.18

雇用保険課

3597 25 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川いこいの広場事業計画等関係書類の提出につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.13
(決)昭51. 4.19
(施)昭51. 4.19

雇用保険課

3597 26 掛川野外趣味活動施設建設関係綴 昭和51年度掛川いこいの広場事業計画について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.16
(決)昭51. 6.17
(施)昭51. 6.18

雇用保険課

3597 27 掛川野外趣味活動施設建設関係綴
掛川野外趣味活動施設運営に係る承認事項につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 9.10
(決)昭51. 9.10
(施)昭51. 9.11

雇用保険課

3598 1
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の交
付について

昭和５０年度 (収)昭50.12. 6 関東農政局長

3598 2
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金交付
決定の変更承認について

昭和５０年度
(起)昭50.11. 6
(決)昭50.11. 6
(施)昭50.11. 6

農政課
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3598 3
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金計画
変更承認申請について

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 4
(決)昭50. 9.12
(施)昭50. 9.26

農政課

3598 4
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第３四半期第２次農業構造改善事業費
補助金の概算払請求書

昭和５０年度
(起)昭50.10.31
(施)昭50.11. 5

農政課

3598 5
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の変
更内示について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 1
(施)昭50. 9. 1

農政課

3598 6
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２次農業構造改善事業の補助金交付
指令前の着工届について

昭和５０年度 (収)昭50. 8.16
中部農業事務所
長

3598 7
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２四半期第２次農業構造改善事業費
補助金の概算払請求書

昭和５０年度
(起)昭50. 8.13
(決)昭50. 8.15
(施)昭50. 8.15

農政課

3598 8
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の交
付決定について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 5
(施)昭50. 7. 7

農政課

3598 9
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の交
付申請について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.23
(施)昭50. 5.26

農政課

3598 10
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.１

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の内
示について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.14
(決)昭50. 5.16
(施)昭50. 5.16

農政課

3599 1
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.31 焼津市長

3599 2
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.27 函南町長

3599 3
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.25 富士市長

3599 4
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.19 菊川町長

3599 5
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.29 金谷町長

3599 6
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.19 森町長

3599 7
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.25 南伊豆町長

3599 8
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 4.12 引佐町長

3599 9
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 5 菊川町長

3599 10
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 1 菊川町長

3599 11
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.13 南伊豆町長

3599 12
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告書 昭和５０年度 (収)昭51. 3.31 引佐町長

3599 13
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の交
付について

昭和５０年度 (収)昭51. 3.30 関東農政局長
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3599 14
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金交付
決定の変更承認について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(施)昭51. 3. 6

農政課

3599 15
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金計画
変更承認申請について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 2.18
(施)昭51. 2.19

農政課

3599 16
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業遂行状況報告
及び補助金概算払請求書

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 2
(施)昭51. 3. 5

農政課

3599 17
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の変
更内示について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 2.10
(施)昭51. 2.10

農政課

3599 18
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金交付
決定の変更承認について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 5
(施)昭51. 2. 5

農政課

3599 19
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業遂行状況報告
書

昭和５０年度
(起)昭51. 1.31
(施)昭51. 1.31

農政課

3599 20
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金計画
変更承認申請について

昭和５０年度
(起)昭50.12.24
(施)昭50.12.27

農政課

3599 21
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の変
更内示について

昭和５０年度
(起)昭50.12. 1
(施)昭50.12.10

農政課

3599 22
第二次農業構造改善事業費補助金
関係　No.２

第２次農業構造改善事業費補助金の追加について 昭和５０年度
(起)昭50.12.10
(施)昭50.12.10

農政課

3600 1
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

補助金の交付について（確定） 昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(決)昭51. 5.21
(施)昭51. 5.21

農政課

3600 2
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和50年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の実績報告について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.18
(決)昭51. 5.18
(施)昭51. 5.18

農政課

3600 3
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和50年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の交付決定の変更及び概算払の承認について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.28
(決)昭51. 3. 4

農政課

3600 4
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

補助金の変更内示について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.19
(決)昭51. 2.21
(施)昭51. 2.27

農政課

3600 5
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和50年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の交付の決定及び概算払の承認について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

農政課

3600 6
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和50年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の内示について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4. 9
(施)昭50. 4. 9

農政課

3600 7
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

補助金交付について（確定） 昭和５０年度
(起)昭50. 4.30
(決)昭50. 5. 6
(施)昭50. 5. 6

農政課

3600 8
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

静岡県農業構造改善コンサルタント設置費補助金
の実績報告について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 8
(決)昭50. 4. 9
(施)昭50. 4.10

農政課

3600 9
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和49年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の交付の決定及び概算払の承認について

昭和４９年度 (起)昭50. 1. 8 農政課

3600 10
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和49年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の交付の決定及び概算払の承認について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4.11

農政課

3600 11
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和49年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の内示について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 4
(決)昭49. 4. 6
(施)昭49. 4. 6

農政課

3600 12
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

静岡県農業構造改善コンサルタント設置費補助金
交付の確定及び返還請求について

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 9
(決)昭49. 5.13

農政課
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3600 13
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

静岡県農業構造改善コンサルタント設置費補助金
の実績報告について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.13
(決)昭49. 4.15
(施)昭49. 4.16

農政課

3600 14
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和48年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の交付の決定及び概算払の承認について

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 3
(決)昭48. 4. 6

農政課

3600 15
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和48年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の内示について

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 2
(決)昭48. 4. 2
(施)昭48. 4. 3

農政課

3600 16
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

補助金交付について（確定） 昭和４８年度
(起)昭48. 5.30
(決)昭48. 6. 4
(施)昭48. 6. 4

農政課

3600 17
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

静岡県農業構造改善コンサルタント設置費補助金
の実績報告について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.20
(決)昭48. 3.23
(施)昭48. 3.23

農政課

3600 18
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

昭和47年度農業構造改善コンサルタント設置費補
助金の交付の決定及び概算払の承認について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.19
(決)昭47. 5. 4

農政課

3600 19
農業構造改善コンサルタント設置
費補助金

静岡県農業構造改善コンサルタント設置事業の補
助について（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 3
(決)昭47. 4. 5
(施)昭47. 4. 5

農政課

3601 1
農村施設等総合整備計画推進費補
助金

昭和50年度農村施設等総合整備計画推進費補助金
の額の確定通知について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.21
(決)昭51. 7.22
(施)昭51. 7.22

農政課

3601 2
農村施設等総合整備計画推進費補
助金

昭和50年度農村施設等総合整備計画推進費補助金
の実績報告書の提出について

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 4
(決)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6.10

農政課

3601 3
農村施設等総合整備計画推進費補
助金

昭和50年度農村施設等総合整備計画推進補助事業
遂行状況報告及び補助金概算払請求書の提出につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3. 5

農政課

3601 4
農村施設等総合整備計画推進費補
助金

昭和50年度第２四半期農村施設等総合整備計画推
進費補助金の概算払請求書

昭和５０年度
(起)昭50. 7.15
(決)昭50. 7.18
(施)昭50. 7.18

農政課

3601 5
農村施設等総合整備計画推進費補
助金

昭和50年度農村施設等総合整備計画推進費補助金
の交付決定について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.20
(決)昭50. 6.23

農政課

3601 6
農村施設等総合整備計画推進費補
助金

昭和50年度農村施設等総合整備計画推進費補助金
の交付申請について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.27
(決)昭50. 5.27
(施)昭50. 5.29

農政課

3601 7
農村施設等総合整備計画推進費補
助金

昭和50年度農村施設等総合整備計画推進費補助金
について（内示）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 5.22
(施)昭50. 5.23

農政課

3602 1 豊川用水管理委員会関係綴 豊川用水施設管理費負担金について 昭和４９年度 (起)昭49. 8. 9 農地管理課

3602 2 豊川用水管理委員会関係綴
昭和49年度豊川用水施設に係る災害負担金につい
て

昭和４９年度 (起)昭50. 3.18 農地管理課

3602 3 豊川用水管理委員会関係綴 復命書（49年度災害復旧費負担について） 昭和４９年度 (起)昭49.12.25 農地管理課

3602 4 豊川用水管理委員会関係綴
豊川用水管理委員会専門委員及び幹事の委嘱につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 8.29
(決)昭49. 8.30
(施)昭49. 8.30

農地管理課

3602 5 豊川用水管理委員会関係綴
昭和48年度豊川用水特別勘定施設管理費の決算に
ついて

昭和４９年度 (収)昭49. 8.28
水資源開発公団
中部支社長

3602 6 豊川用水管理委員会関係綴
昭和49年７月７日８号台風および７月25日集中豪
雨による豊川用水施設の災害について

昭和４９年度 (収)昭49. 8.20
水資源開発公団
中部支社管理部
長
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3602 7 豊川用水管理委員会関係綴 豊川用水管理委員会委員の委嘱について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.18
(決)昭49. 7.22
(施)昭49. 7.22

農地管理課

3602 8 豊川用水管理委員会関係綴 復命書（豊川用水管理委員会） 昭和４９年度 (起)昭49. 7.17 農地管理課

3602 9 豊川用水管理委員会関係綴 復命書（第７回豊川用水管理委員会幹事会） 昭和４９年度 (起)昭49. 7.12 農地管理課

3603 1 大井川用水管理委員会綴 大井川用水管理委員会定例会（報告） 昭和４８年度 (起)昭49. 3.26 農地管理課

3603 2 大井川用水管理委員会綴 復命書（大井川用水管理委員会幹事会） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.31 農地管理課

3603 3 大井川用水管理委員会綴 復命書（大井川用水管理委員会幹事会） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.26 農地管理課

3603 4 大井川用水管理委員会綴 大井川用水管理委員会定例会（報告） 昭和４８年度 (起)昭48. 6. 1 農地管理課

3603 5 大井川用水管理委員会綴
国営大井川用水共用施設保守委託契約締結につい
て

昭和４８年度 (収)昭48. 5.23
島田土地改良事
務所長

3603 6 大井川用水管理委員会綴
復命書（大井川用水管理委員会定例会及び幹事
会）

昭和４７年度 (起)昭47. 9.30 県営事業課

3603 7 大井川用水管理委員会綴 県外視察実施について 昭和４７年度 (収)昭47. 9. 8
大井川用水管理
委員会事務局長

3603 8 大井川用水管理委員会綴
国営大井川用水共用施設保守委託契約書締結に伴
う委託事務実施報告書、収支清算書の提出につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 5. 4
島田土地改良事
務所長

3603 9 大井川用水管理委員会綴 復命書（大井川用水管理員会幹事会） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.24 県営事業課

3603 10 大井川用水管理委員会綴
国営大井川用水共用施設保守委託契約締結につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 4.24
島田土地改良事
務所長

3603 11 大井川用水管理委員会綴
国営大井川用水共用施設保守委託契約書締結に伴
う委託事務実施計画書、収支予算書の提出につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 4.24
島田土地改良事
務所長

3604 1 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.24
(施)昭48. 3.26

県営事業課

3604 2 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.22
(施)昭48. 3.22

県営事業課

3604 3 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.24
(施)昭48. 3.24

県営事業課

3604 4 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.28
(決)昭47. 8. 1
(施)昭47. 8. 1

県営事業課

3604 5 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.12
(決)昭47. 8.21
(施)昭47. 8.21

県営事業課

3604 6 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.18
(決)昭47. 8.21
(施)昭47. 8.21

県営事業課
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3604 7 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.22
(決)昭47. 9.22
(施)昭47. 9.25

県営事業課

3604 8 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.22
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.27

県営事業課

3604 9 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.26
(施)昭47.10.16

県営事業課

3604 10 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭47.11.21
(決)昭47.11.21
(施)昭47.11.21

県営事業課

3604 11 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭47.12. 7
(決)昭47.12.11
(施)昭47.12.11

県営事業課

3604 12 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.12
(施)昭48. 1.17

県営事業課

3604 13 県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.18
(決)昭48. 1.25
(施)昭48. 1.26

県営事業課

3605 1
開拓三方原認定道路用途廃止譲与
綴

国営開拓事業三方原地区認定道路の受領書提出に
ついて

昭和４７年度 (起)昭48. 3. 1 県営事業課

3605 2
開拓三方原認定道路用途廃止譲与
綴

国営直轄三方原地区の土地改良財産（認定道路）
の譲与及び用途廃止について

昭和４７年度 (起)昭48. 1.29 県営事業課

3606 1
国営代行池新田（大浜町分）用途
廃止譲与綴

土地改良施設を構成する土地改良財産の譲与申請
書

昭和４６年度 (収)昭46.12.11 大浜町長

3606 2
国営代行池新田（大浜町分）用途
廃止譲与綴

国営代行美和・竜山・竜山（開拓）池新田・熊
切・気多地区の土地改良財産（道路、水路、雑工
作物）の用途廃止について

昭和４６年度 (収)昭47. 3. 9 関東農政局長

3607 1 国営代行大幡野用途廃止譲与綴
国営代行奥山、気多、阿多古熊、大幡野、熊切地
区の土地改良財産の用途廃止及び譲与について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.19
(決)昭47. 6.22
(施)昭47. 6.22

県営事業課

3608 1
国営代行伊平、川根地区用廃、譲
与綴

国営代行伊平、川根地区の土地改良財産の用途廃
止および譲与について

昭和４８年度
(起)昭48.12.22
(決)昭48.12.24
(施)昭48.12.24

農地管理課

3608 2
国営代行伊平、川根地区用廃、譲
与綴

国営代行開墾建設事業造成土地改良財産の用途廃
止について

昭和４８年度
(起)昭48.11.10
(決)昭48.11.10
(施)昭48.11.13

農地管理課

3609 1
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.26
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 3.27

農地管理課

3609 2
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

国営造成施設確認事務の委託について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.31
(決)昭49. 6. 7

農地管理課

3609 3
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 2.28 修善寺町長

3609 4
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 3.11 御殿場市長

3609 5
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 2.28 小山町長

3609 6
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 3. 1 松崎町長
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3609 7
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 3.10 伊東市長

3609 8
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 3.19 韮山町長

3609 9
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 1.13 大仁町長

3609 10
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 3. 1 中伊豆町長

3609 11
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 3. 5 静岡市長

3609 12
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭49.10. 3 浜松市長

3609 13
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 2. 3 浜北市長

3609 14
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 3.10 引佐町長

3609 15
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50.  .  富士宮市長

3609 16
国営造成施設確認等事務委託事業
実績報告書

昭和49年度国営造成施設確認等事務委託事業実績
報告書

昭和４９年度 (収)昭50. 3.19 富士市長

3610 1 国営直轄西富士地区用廃、譲与綴
土地改良財産の用途廃止及び譲与について（進
達）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.22
(決)昭49. 3.23
(施)昭49. 3.23

農地管理課

3610 2 国営直轄西富士地区用廃、譲与綴
国営直轄西富士地区の土地改良財産（認定道路敷
地）の用途廃止及び譲与について

昭和５０年度
(起)昭50. 6.30
(決)昭50. 6.30
(施)昭50. 6.30

農地企画課

3610 3 国営直轄西富士地区用廃、譲与綴
土地改良財産（道路敷地）の用途廃止及び譲与に
ついて（進達）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.26
(決)昭50. 2.26
(施)昭50. 2.26

農地管理課

3610 4 国営直轄西富士地区用廃、譲与綴
国営直轄富士地区の土地改良財産（認定道路）の
譲与及び用途廃止について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.14
(決)昭49. 8.16
(施)昭49. 8.16

農地管理課

3610 5 国営直轄西富士地区用廃、譲与綴
土地改良財産（認定道路）の用途廃止及び譲与に
ついて（進達）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.22
(決)昭49. 3.23
(施)昭49. 3.23

農地管理課

3611 1 49県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.19
(決)昭49. 2.25
(施)昭49. 2.25

農地管理課

3611 2 49県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 5
(決)昭49. 7.13
(施)昭49. 7.13

農地管理課

3611 3 49県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.21
(決)昭49. 6.22
(施)昭49. 6.22

農地管理課

3611 4 49県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(決)昭49. 7.13
(施)昭49. 7.13

農地管理課

3611 5 49県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.22
(決)昭49. 5.25
(施)昭49. 5.25

農地管理課

3611 6 49県有土地改良財産譲与綴 県有土地改良財産の譲与について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.22
(決)昭49. 8.27
(施)昭49. 8.27

農地管理課
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3612 1 49県有土地改良財産管理委託綴 県有土地改良財産の管理委託について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.28
(決)昭50. 3. 5
(施)昭50. 3.10

農地管理課

3613 1
畑地帯総合土地改良事業計画概要
書

畑地帯総合土地改良事業計画概要書　湯日地区 昭和４７年度 関東農政局

3613 2
畑地帯総合土地改良事業計画概要
書

大規模畑地帯総合土地改良事業計画概要書　牧之
原南部地区

昭和４８年度 関東農政局

3613 3
畑地帯総合土地改良事業計画概要
書

大規模畑地帯総合土地改良事業計画概要書　牧之
原西部地区

昭和４９年度 関東農政局

3613 4
畑地帯総合土地改良事業計画概要
書

大規模畑地帯総合土地改良事業計画概要書　牧之
原東部地区

昭和５０年度 関東農政局

3614 1 農協連合解散分定款 志太特産農業協同組合連合会定款及附属規程 昭和３３年度
志太特産農業協
同組合連合会

3614 2 農協連合解散分定款 富士畜産農業協同組合連合会定款 昭和３３年度
富士畜産農業協
同組合連合会

3614 3 農協連合解散分定款 周智特産販売農業協同組合連合会定款 昭和２４年度
周智特産販売農
業協同組合連合
会

3614 4 農協連合解散分定款 磐田畜産農業協同組合連合会定款 昭和３１年度
磐田畜産農業協
同組合連合会

3614 5 農協連合解散分定款 丸濱農産加工農業協同組合連合会定款 昭和２４年度
丸濱農産加工農
業協同組合連合
会

3614 6 農協連合解散分定款 西遠畜産販売農業協同組合連合会定款 昭和２３年度
西遠畜産販売農
業協同組合連合
会

3614 7 農協連合解散分定款 駿東畜産農業協同組合連合会定款 昭和３０年度
駿東畜産農業協
同組合連合会

3614 8 農協連合解散分定款 田方畜産農業協同組合連合会定款 昭和３６年度
田方畜産農業協
同組合連合会

3614 9 農協連合解散分定款 榛原郡畜産指導農業協同組合連合会定款 昭和３６年度
榛原郡畜産指導
農業協同組合連
合会

3614 10 農協連合解散分定款 静岡県開拓生産農業協同組合連合会定款 昭和２９年度
静岡県開拓生産
農業協同組合連
合会

3614 11 農協連合解散分定款 静岡県畜産農業協同組合連合会定款 昭和３９年度
静岡県畜産農業
協同組合連合会

3614 12 農協連合解散分定款 浜名・浜松青果漬物販売農業協同組合連合会定款
浜名・浜松青果
漬物販売農業協
同組合連合会

3614 13 農協連合解散分定款 丸三茶農業協同組合連合会定款 昭和２５年度
丸三茶農業協同
組合連合会

3614 14 農協連合解散分定款 静岡市安倍郡特産農業協同組合連合会定款 昭和２８年度
静岡市安倍郡特
産農業協同組合
連合会
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3614 15 農協連合解散分定款 日本茶農業協同組合連合会定款 昭和２７年度
日本茶農業協同
組合連合会

3614 16 農協連合解散分定款 引佐郡畜産農業協同組合連合会定款 昭和３１年度
引佐郡畜産農業
協同組合連合会

3614 17 農協連合解散分定款 静岡市安倍郡茶業生産農業協同組合連合会定款 昭和３１年度
静岡市安倍郡茶
業生産農業協同
組合連合会

3614 18 農協連合解散分定款 小笠畜産加工農業協同組合連合会定款 昭和３８年度
小笠畜産加工農
業協同組合連合
会

3614 19 農協連合解散分定款 遠州畳表販売農業協同組合連合会定款
遠州畳表販売農
業協同組合連合
会

3615 1
天竜市農業共済組合市町村移譲関
係

天竜市農業共済組合清算結了報告について 昭和５０年度 (収)昭50. 5.22
天竜市農業共済
組合清算人代表

3615 2
天竜市農業共済組合市町村移譲関
係

天竜市農業共済組合にかかる清算計画について
（供覧）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.20
(決)昭50. 3.24

金融流通課

3615 3
天竜市農業共済組合市町村移譲関
係

共済責任期間満了日の認定について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 8
(決)昭50. 1. 9
(施)昭50. 1. 9

金融流通課

3615 4
天竜市農業共済組合市町村移譲関
係

農業共済事業実施の認可について（伺い）（天竜
市）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.19
(決)昭49. 3.20
(施)昭49. 3.20

金融流通課

3615 5
天竜市農業共済組合市町村移譲関
係

天竜市農業共済組合の農業共済事業の移譲申出に
ついて（供覧）

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 9
(決)昭49. 3.11

金融流通課

3616 1
相良町農業共済組合市町村移譲関
係

相良町農業共済組合清算結了報告について 昭和４９年度 (収)昭49. 4. 5
相良町農業共済
組合清算人

3616 2
相良町農業共済組合市町村移譲関
係

相良町農業共済組合にかかる清算計画について
（供覧）

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 9
(決)昭49. 3.11

金融流通課

3616 3
相良町農業共済組合市町村移譲関
係

共済責任期間満了日の認定について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.11.13
(決)昭48.11.14
(施)昭48.11.14

金融流通課

3616 4
相良町農業共済組合市町村移譲関
係

共済事業の移譲にかかる公示について（案） 昭和４８年度
(起)昭48.10.12
(決)昭48.10.13
(施)昭48.10.13

金融流通課

3616 5
相良町農業共済組合市町村移譲関
係

農業共済事業実施の認可について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.17
(施)昭48. 9.17

金融流通課

3616 6
相良町農業共済組合市町村移譲関
係

農業共済事業の実施に関する認可申請書の供覧に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 3
(決)昭48. 8. 4

金融流通課

3616 7
相良町農業共済組合市町村移譲関
係

共済事業の移譲に関する通知書について（供覧） 昭和４８年度
(起)昭48. 5.23
(決)昭48. 5.25

金融流通課

3616 8
相良町農業共済組合市町村移譲関
係

相良町農業共済組合の農業共済事業の移譲申出に
ついて

昭和４７年度 金融流通課

3617 1 広域合併認可浜松農業共済組合 農業共済組合登記完了報告書（合併完了報告書） 昭和４８年度 (収)昭48. 5.10
浜松農業共済組
合長

3617 2 広域合併認可浜松農業共済組合 農業共済組合の合併について（報告） 昭和４８年度
(起)昭48. 4.28
(決)昭48. 5. 4
(施)昭48. 5. 4

金融流通課
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3617 3 広域合併認可浜松農業共済組合
農業共済組合の合併に係る農作物共済の料率算定
資料の提出について

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 2
(決)昭48. 5. 4
(施)昭48. 5. 4

金融流通課

3617 4 広域合併認可浜松農業共済組合 合併予定組合の被害率等新旧比較表について 昭和４７年度
(起)昭48. 3. 7
(決)昭48. 3.10
(施)昭48. 3.12

金融流通課

3617 5 広域合併認可浜松農業共済組合 農業共済組合の合併認可について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.30
(決)昭48. 3.30
(施)昭48. 3.31

金融流通課

3618 1 清水市農協合併認可 農業協同組合合併完了届 昭和４７年度 (収)昭47.11. 6
清水市農業協同
組合長

3618 2 清水市農協合併認可 農業協同組合の合併について（認可） 昭和４７年度
(起)昭47. 9.22
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.27

団体検査課

3619 1 浜松市中央農協合併認可 浜松市中央農業協同組合合併完了届 昭和４７年度 (収)昭47. 5. 4
浜松市中央農業
協同組合長

3619 2 浜松市中央農協合併認可 共済規程等の設定について（承認） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.30
(施)昭47. 3.30

団体検査課

3619 3 浜松市中央農協合併認可 農地信託規程の設定について（承認） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.30
(施)昭47. 3.30

団体検査課

3619 4 浜松市中央農協合併認可 農業倉庫業務規程の変更について（許可） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.30
(施)昭47. 3.30

団体検査課

3619 5 浜松市中央農協合併認可 共済規程等の廃止について（承認） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.31
(施)昭47. 3.31

団体検査課

3619 6 浜松市中央農協合併認可 農地信託規程の廃止について（承認） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.31
(施)昭47. 3.31

団体検査課

3619 7 浜松市中央農協合併認可
合併に伴う農業協同組合の自賠責共済規程設定、
廃止の承認に対する同意について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 4
(決)昭47. 3. 8

団体検査課

3619 8 浜松市中央農協合併認可 農業協同組合の合併について（認可） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.15
(決)昭47. 3.24
(施)昭47. 3.24

団体検査課

3619 9 浜松市中央農協合併認可 農業協同組合合併経営計画について（認定） 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 7
(決)昭47. 3.14
(施)昭47. 3.15

団体検査課

3619 10 浜松市中央農協合併認可
農業協同組合合併経営計画の認定に係る意見聴取
について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 2.17
(決)昭47. 3. 2
(施)昭47. 3. 3

団体検査課

3619 11 浜松市中央農協合併認可 浜松市中央地区４農業協同組合合併調印式 昭和４６年度 (施)昭46.12.20

3620 1 諸規定設定廃止認可等綴
自動車損害賠償責任共済に係る共済規程の設定承
認の同意について

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 5
(決)昭47. 9.10
(施)昭47. 9.11

団体検査課

3620 2 諸規定設定廃止認可等綴
清水市農協設立に伴う諸規定の設定、廃止等の処
理について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.25
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.29

団体検査課

3620 3 諸規定設定廃止認可等綴
浜松東農協設立に伴う諸規定の設定、廃止等の処
理について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.25
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.29

団体検査課

3621 1 共同利用施設災害復旧補助金綴 補助金の交付について（確定） 昭和４８年度
(起)昭48. 5.14
(決)昭48. 5.14

団体検査課
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3621 2 共同利用施設災害復旧補助金綴
昭和47年度共同利用施設災害復旧事業補助金の事
業成績書および事業収支精算書の提出について
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.12
(決)昭48. 4.12

団体検査課

3621 3 共同利用施設災害復旧補助金綴 補助金の交付決定について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.27
(決)昭48. 3.31

団体検査課

3621 4 共同利用施設災害復旧補助金綴
昭和47年度共同利用施設災害復旧事業費補助金交
付申請書の提出について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.20
(決)昭48. 3.20

団体検査課

3621 5 共同利用施設災害復旧補助金綴
農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金に
ついて（内示）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.19
(施)昭48. 3.19

団体検査課

3621 6 共同利用施設災害復旧補助金綴 補助金交付要網の制定について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 1
(決)昭48. 2.23

団体検査課

3621 7 共同利用施設災害復旧補助金綴

昭和47年６月６日から７月13日までの断続した豪
雨等による災害に係る農林水産業共同利用施設災
害復旧事業における特別被害市町村の地域指定に
関する資料の提出について

昭和４７年度
(起)昭47.11. 6
(決)昭47.11. 6
(施)昭47.11. 6

団体検査課

3621 8 共同利用施設災害復旧補助金綴 復命書（災害復旧事業費現地査定の立会） 昭和４７年度 (起)昭47. 9.21 団体検査課

3621 9 共同利用施設災害復旧補助金綴
昭和47年度共同利用施設災害復旧事業補助計画概
算書の提出について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.25
(決)昭47. 8.28

団体検査課

3621 10 共同利用施設災害復旧補助金綴 農業共同利用施設被害報告（確定）について 昭和４７年度
(起)昭47. 8. 7
(決)昭47. 8. 9
(施)昭47. 8. 9

団体検査課

3621 11 共同利用施設災害復旧補助金綴 農業共同利用施設被害報告について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 7.29
(決)昭47. 7.29

団体検査課

3621 12 共同利用施設災害復旧補助金綴 復命書（災害復旧事業の実績報告書内容確認） 昭和４８年度 (起)昭48. 4.12 団体検査課

3621 13 共同利用施設災害復旧補助金綴 復命書（災害復旧工事進捗状況確認） 昭和４７年度 (起)昭48. 2.19 団体検査課

3621 14 共同利用施設災害復旧補助金綴 復命書（有放施設被害状況の現地確認） 昭和４７年度 (起)昭47. 8.25 団体検査課

3621 15 共同利用施設災害復旧補助金綴 復命書（有放施設災害復旧計画の打合せ） 昭和４７年度 (起)昭47. 9.11 団体検査課

3621 16 共同利用施設災害復旧補助金綴 復命書（災害復旧補助計画概要書提出） 昭和４７年度 (起)昭47. 8.31 団体検査課

3621 17 共同利用施設災害復旧補助金綴
昭和47年度共同利用施設災害復旧事業務費補助金
の実績報告書の提出について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.12
(決)昭48. 4.12

団体検査課

3621 18 共同利用施設災害復旧補助金綴
昭和47年度共同利用施設災害復旧事業事務費補助
金交付申請書の提出について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.22
(決)昭48. 3.23
(施)昭48. 3.23

団体検査課

3622 1 静岡海区漁業調整委員会議事録綴 第30回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和５０年度 (施)昭51. 3.19 水産課

3622 2 静岡海区漁業調整委員会議事録綴 第29回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和５０年度 (施)昭51. 1.23 水産課

3622 3 静岡海区漁業調整委員会議事録綴 第28回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和５０年度 (施)昭50.12.12 水産課
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3622 4 静岡海区漁業調整委員会議事録綴 第27回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和５０年度 (施)昭50.10.11 水産課

3622 5 静岡海区漁業調整委員会議事録綴 第26回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和５０年度 (施)昭50. 9. 8 水産課

3622 6 静岡海区漁業調整委員会議事録綴 第25回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 9 水産課

3622 7 静岡海区漁業調整委員会議事録綴 第24回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和５０年度 (施)昭50. 6.23 水産課

3622 8 静岡海区漁業調整委員会議事録綴 第23回静岡海区漁業調整委員会議事録 昭和５０年度 (施)昭50. 5.19 水産課

3623 1 あまご種苗供給施設整備事業 工事検査復命書（竣工検査） 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 7 水産課

3623 2 あまご種苗供給施設整備事業 あまご種苗供給施設の中間検査の実施について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.30
(決)昭47. 1.31
(施)昭47. 1.31

水産課

3623 3 あまご種苗供給施設整備事業
昭和46年度あまご種苗等供給施設整備事業入札結
果について

昭和４６年度 (収)昭46.12.17
気田川非出資漁
業協同組合長

3623 4 あまご種苗供給施設整備事業
昭和46年度内水面漁業振興対策事業計画変更承認
並びに追加交付申請書

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 4
(決)昭46. 8. 4
(施)昭46. 8. 4

水産課

3623 5 あまご種苗供給施設整備事業
昭和46年度内水面漁業振興対策事業計画変更承認
申請書

昭和４６年度
(起)昭46. 7.31
(施)昭46. 8. 4

水産課

3623 6 あまご種苗供給施設整備事業 種苗供給施設整備事業の実施場所の変更について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 1
(決)昭46. 6. 7
(施)昭46. 6. 7

水産課

3623 7 あまご種苗供給施設整備事業
静岡県あまご種苗等供給施設設置事業費補助金交
付要綱の制定について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.10
(決)昭46. 7.13
(施)昭46. 7.13

水産課

3623 8 あまご種苗供給施設整備事業
静岡県あまご種苗供給施設整備事業費補助金交付
要綱の制定について

昭和４６年度 (起)昭46. 6.18 水産課

3624 1
あまご種苗供給施設整備事業費補
助金

あまご種苗等供給施設整備事業費補助金の交付確
定について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.18
(決)昭47. 3.27
(施)昭47. 3.27

水産課

3624 2
あまご種苗供給施設整備事業費補
助金

あまご種苗等供給施設整備事業費補助金の交付決
定について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.21
(決)昭46.10. 6

水産課

3624 3
あまご種苗供給施設整備事業費補
助金

あまご種苗等供給施設整備事業費補助金の内示に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 7.10
(決)昭46. 7.13
(施)昭46. 7.13

水産課

3625 1 内水面漁業振興対策事業費補助金
昭和46年度内水面漁業振興対策事業費補助金の額
の確定および清算交付について

昭和４７年度 (収)昭47. 4.24 農林大臣

3625 2 内水面漁業振興対策事業費補助金
昭和46年度内水面漁業振興対策事業費補助金実績
報告書の提出について（伺い）

昭和４７年度 (起)昭47. 4. 7 水産課

3625 3 内水面漁業振興対策事業費補助金
昭和46年度内水面漁業振興対策事業費補助金概算
払いの請求について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.26
(決)昭47. 2. 1
(施)昭47. 2. 2

水産課

3625 4 内水面漁業振興対策事業費補助金
昭和46年度内水面漁業振興対策事業費補助金概算
払いの請求について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46.11.29 水産課

3625 5 内水面漁業振興対策事業費補助金
昭和46年度内水面漁業振興対策事業計画変更承認
並びに追加交付申請書（西遠分）

昭和４６年度 (施)昭46. 7.30 水産課
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3625 6 内水面漁業振興対策事業費補助金
昭和46年度内水面漁業振興対策事業計画変更承認
並びに追加交付申請書（西遠分）

昭和４６年度 (起)昭46. 8. 2 水産課

3625 7 内水面漁業振興対策事業費補助金
昭和46年度内水面漁業振興対策事業費補助金交付
申請書

昭和４６年度
(起)昭46. 6.19
(施)昭46. 6.24

水産課

3625 8 内水面漁業振興対策事業費補助金
昭和46年度養殖主産地形成事業にかかわる事業設
計書の提出について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.19
(施)昭46. 6.24

水産課

3626 1
内水面養殖主産地形成事業補助金
（吉田）

昭和46年度内水面養殖主産地形成事業補助金の交
付確定について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 1
(決)昭47. 5. 6
(施)昭47. 5. 8

水産課

3626 2
内水面養殖主産地形成事業補助金
（吉田）

養殖主産地形成事業完了検査復命書 昭和４７年度 (起)昭47. 4.19 水産課

3626 3
内水面養殖主産地形成事業補助金
（吉田）

昭和46年度内水面養殖主産地形成事業に関する概
算払いの承認について

昭和４６年度 (施)昭46.12.17 水産課

3626 4
内水面養殖主産地形成事業補助金
（吉田）

昭和46年度主産地形成事業の中間検査申請につい
て

昭和４６年度
(起)昭46.11.15
(決)昭46.11.17
(施)昭46.11.17

水産課

3626 5
内水面養殖主産地形成事業補助金
（吉田）

内水面養殖主産地形成事業費補助金の交付決定に
ついて（吉田分）

昭和４６年度
(起)昭46. 7.  
(決)昭46. 8.19

水産課

3626 6
内水面養殖主産地形成事業補助金
（吉田）

内水面養殖主産地形成事業着手報告書 昭和４６年度 (収)昭46. 8. 9 吉田町長

3626 7
内水面養殖主産地形成事業補助金
（吉田）

復命書（昭和46年度吉田地区養殖主産地形成事業
入札会）

昭和４６年度 (起)昭46. 7.23 水産課

3626 8
内水面養殖主産地形成事業補助金
（吉田）

昭和46年度内水面養殖主産地形成事業費補助金の
内示について

昭和４６年度
(起)昭46. 5.27
(決)昭46. 5.31
(施)昭46. 5.31

水産課

3627 1 田貫湖八丁池水質検査結果 八丁池水質検査結果について 昭和４６年度 (収)昭47. 3.30
水産試験場伊豆
分場長

3627 2 田貫湖八丁池水質検査結果 田貫湖水質検査結果について（報告） 昭和４６年度 (収)昭47. 3.23 富士養鱒場長

3627 3 田貫湖八丁池水質検査結果 八丁池水質調査結果について 昭和４６年度 (収)昭46.11.17
水産試験場伊豆
分場長

3627 4 田貫湖八丁池水質検査結果 八丁池水質調査結果について 昭和４６年度 (収)昭46. 8.31
水産試験場伊豆
分場長

3627 5 田貫湖八丁池水質検査結果 湖沼の水質調査について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.28 水産課

3628 1 狩野川水質監視施設改造関係
狩野川水質監視施設の河川敷占用期間満了に伴う
許可更新の申請について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.13
(決)昭48. 3.14
(施)昭48. 3.15

水産課

3628 2 狩野川水質監視施設改造関係
狩野川水質監視施設改造に伴う河川区域内の工作
物の新築等の変更許可申請について

昭和４６年度 (施)昭46.12.23 水産課

3628 3 狩野川水質監視施設改造関係
狩野川水質監視施設改造工事の請負契約の締結に
ついて

昭和４６年度 (起)昭46.10.25 水産課

3628 4 狩野川水質監視施設改造関係
狩野川水質監視施設改造に伴う河川区域内の工作
物の新築等の変更許可申請について

昭和４６年度
(起)昭46.11. 1
(決)昭46.11. 8
(施)昭46.11. 8

水産課

3628 5 狩野川水質監視施設改造関係
狩野川水質監視施設改造に伴う河川区域内の工作
物の新築等の変更許可申請について

昭和４６年度
(起)昭46.10.15
(決)昭46.10.22
(施)昭46.10.22

水産課
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3629 1 水産資源保護対策事業（藻場） 建設工事検査復命書 昭和４６年度 (起)昭46.10.18 水産課

3629 2 水産資源保護対策事業（藻場）
水産資源保護対策工事（藻場）工期の変更につい
て（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 9.25
(決)昭46. 9.25
(施)昭46. 9.25

水産課

3629 3 水産資源保護対策事業（藻場）
水産資源保護対策事業（藻場）の工事契約の変更
について（供覧）

昭和４６年度 (起)昭46. 9.13 水産課

3629 4 水産資源保護対策事業（藻場）
昭和46年度水産資源保護対策事業（藻場）工事の
入札差金に伴う契約変更について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 1
(決)昭46. 9. 2

水産課

3629 5 水産資源保護対策事業（藻場）
昭和46年度水産資源保護対策事業（藻場）の工事
契約について

昭和４６年度 (起)昭46. 8.24 水産課

3629 6 水産資源保護対策事業（藻場） 復命書（藻場造成工事の入札） 昭和４６年度 (起)昭46. 8.20 水産課

3629 7 水産資源保護対策事業（藻場）
昭和46年度水産資源保護対策事業（藻場）の工事
執行について

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 1
(決)昭46. 8.12

水産課

3630 1 あゆ保護水面施設設置事業 昭和46年度水産資源保護対策事業清算書（あゆ） 昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 水産課

3630 2 あゆ保護水面施設設置事業 建設工事検査復命書 昭和４６年度 (起)昭46.10.15 水産課

3630 3 あゆ保護水面施設設置事業 あゆ保護水面設置工事の請負について（供覧） 昭和４６年度
(起)昭46. 9.28
(決)昭46. 9.28

水産課

3630 4 あゆ保護水面施設設置事業
昭和46年度水産資源保護対策事業（あゆ保護水面
施設設置工事）の工事の執行について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.13
(決)昭46. 9.20

水産課

3630 5 あゆ保護水面施設設置事業 密漁防止杭撤去計画書の提出について 昭和４６年度
(起)昭46.10.20
(決)昭46.10.20
(施)昭46.10.21

水産課

3630 6 あゆ保護水面施設設置事業 密漁防止杭撤去工事の着手届・完了届について 昭和４６年度
(起)昭46.10.20
(決)昭46.10.21
(施)昭46.10.21

水産課

3630 7 あゆ保護水面施設設置事業
河川区域内の工作物の新築等の許可申請書提出に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 1
(決)昭46. 9. 2
(施)昭46. 9. 6

水産課

3631 1 浅海漁業振興費補助金
昭和46年度浅海漁業振興事業費補助金の交付確定
について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.15
(決)昭47. 5.20
(施)昭47. 5.20

水産課

3631 2 浅海漁業振興費補助金
昭和46年度浅海漁業振興費補助金の交付確定につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46.10.30
(決)昭46.11. 8

水産課

3631 3 浅海漁業振興費補助金
昭和46年度浅海漁業振興費補助金の交付決定につ
いて

昭和４６年度 (起)昭46. 7.26 水産課

3631 4 浅海漁業振興費補助金 昭和46年度浅海漁業振興費補助金の内示について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 2
(決)昭46. 6. 9
(施)昭46. 6. 9

水産課

3632 1
太田川、弁財天川、菊川における
シラスウナギの遡上調査

太田川、弁財天川、菊川におけるシラスウナギの
遡上調査

昭和４７年度
静岡県水産試験
場浜名湖分場

3633 1 収用委員会事務関係 収用事務の処理状況について 昭和４９年度 (起)昭49. 4. 3 管理課

3633 2 収用委員会事務関係 第26回国土建設週間における大臣表彰について 昭和４９年度 (起)昭49. 4. 5 管理課
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3633 3 収用委員会事務関係 収用委員会事務局の組織状況等について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49. 5.20
(決)昭49. 5.20
(施)昭49. 5.22

管理課

3633 4 収用委員会事務関係
地価公示法による公示価格の基準等の状況につい
て（回答）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.15
(決)昭49. 5.20
(施)昭49. 5.31

管理課

3633 5 収用委員会事務関係
中部６県収用事務主管者連絡協議会の会議の開催
について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.31
(決)昭49. 6. 3
(施)昭49. 6. 4

管理課

3633 6 収用委員会事務関係 昭和48年度裁決の事例について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 6
(決)昭49. 6. 6
(施)昭49. 6. 7

管理課

3633 7 収用委員会事務関係 負担金の支出について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.30
(決)昭49. 6. 3

管理課

3633 8 収用委員会事務関係
中部６県収用事務主管者連絡協議会の会議の議題
について（送付）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.20
(決)昭49. 6.20
(施)昭49. 6.20

管理課

3633 9 収用委員会事務関係
中部６県収用事務主管者連絡協議会の会議に提出
する議題について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.19
(決)昭49. 6.19

管理課

3633 10 収用委員会事務関係 収用事務の処理状況について（報告） 昭和４９年度
(起)昭49. 7.15
(決)昭49. 7.16
(施)昭49. 7.19

管理課

3633 11 収用委員会事務関係 収用委員会の会議の開催について（通知） 昭和４９年度
(起)昭49. 7.16
(決)昭49. 7.16
(施)昭49. 7.17

管理課

3633 12 収用委員会事務関係
中部６県収用事務主管者連絡協議会の会議の議題
に対する回答について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.27
(決)昭49. 6.29

管理課

3633 13 収用委員会事務関係
中部６県収用委員会連絡協議会の会議の開催につ
いて（回答）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.30
(決)昭49. 8.31
(施)昭49. 9. 2

管理課

3633 14 収用委員会事務関係
中部６県収用委員会連絡協議会の会議の議題に対
する回答について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.26
(決)昭49. 9.26

管理課

3633 15 収用委員会事務関係 収用事務の処理状況について（報告） 昭和４９年度 (起)昭49.10. 9 管理課

3633 16 収用委員会事務関係 収用委員会委員の報酬について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49.11.22
(決)昭49.11.25
(施)昭49.11.25

管理課

3633 17 収用委員会事務関係
収用委員会委員及び予備委員の構成について（回
答）

昭和４９年度
(起)昭49.11.25
(決)昭49.11.27
(施)昭49.11.29

管理課

3633 18 収用委員会事務関係 第４回功労表彰者の推薦について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 9
(決)昭49.12.13
(施)昭49.12.14

管理課

3633 19 収用委員会事務関係 裁決の事例について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49.12.16
(決)昭49.12.18
(施)昭49.12.18

管理課

3633 20 収用委員会事務関係 収用事務の処理状況について（報告） 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 8
(決)昭50. 1. 9
(施)昭50. 1.17

管理課

3633 21 収用委員会事務関係 収用委員会運営状況調査について（回答） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.18
(決)昭50. 2.18
(施)昭50. 2.19

管理課

3633 22 収用委員会事務関係 収用委員会の議事録について（回答） 昭和４９年度 (起)昭50. 3.18 管理課

3634 1 ゴルフ場内の国有地関係
ゴルフ場敷地内に介在する公共用財産の処理につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 9. 2
建設大臣官房会
計課長
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3634 2 ゴルフ場内の国有地関係
ゴルフ場敷地内に介在する公共用財産の処理状況
について

公共用地課

3634 3 ゴルフ場内の国有地関係
ゴルフ場として買収された民有地内に介在する法
定外公共物の処理について

昭和４８年度
(起)昭48. 6.20
(決)昭48. 6.20
(施)昭48. 6.21

公共用地課

3635 1 マリーナ建設に関する審査基準等 マリーナ建設に関する審査基準 昭和５０年度 (収)昭50. 5.28 水対策調整課

3635 2 マリーナ建設に関する審査基準等 マリーナ運営要領について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 6.10 水対策調整課

3635 3 マリーナ建設に関する審査基準等 マリーナ対策について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 5.28 水対策調整課

3635 4 マリーナ建設に関する審査基準等
マリーナ建設審査基準に伴う打合せ会について
（通知）

昭和５０年度 (収)昭50. 6. 6 水対策調整課

3635 5 マリーナ建設に関する審査基準等
マリーナ建設に関する審査基準（案）に対する意
見書の提出について

昭和５０年度 (起)昭50. 5.15 公共用地課

3636 1 争訟関係本省報告綴 国有財産に係る争訟事件係属等の報告について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 7
(決)昭50. 5. 8
(施)昭50. 5. 8

公共用地課

3636 2 争訟関係本省報告綴 国有財産に係る争訟事件係属等の報告について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 6
(決)昭50. 6. 9
(施)昭50. 6. 9

公共用地課

3636 3 争訟関係本省報告綴
南富士ゴルフ場内の国有財産に関する争訟事件の
終結について（報告）

昭和５２年度 (起)昭52. 4.19 公共用地課

3637 1 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 訴状提出 昭和４７年度 (収)昭48. 3.27
有東坂今泉部農
会

3637 2 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 答弁書 昭和４８年度 (収)昭48. 4.27
被告清水市代理
人

3637 3 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（１） 昭和４８年度 (収)昭48. 6. 1
被告国指定代理
人

3637 4 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（１） 昭和４８年度 原告ら代理人

3637 5 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（２） 昭和４８年度 (収)昭48.11. 2
被告国指定代理
人

3637 6 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（３） 昭和４８年度 (収)昭48.12.24 原告代理人

3637 7 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（４） 昭和４８年度 (収)昭49. 3. 6 原告代理人

3637 8 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 上申書 昭和４８年度 (収)昭49. 3.30
被告清水市代理
人

3637 9 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（５） 昭和４９年度 (収)昭49. 5.29 原告代理人

3637 10 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 上申書 昭和４９年度 (収)昭49. 9. 4
被告清水市代理
人

3637 11 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面 昭和４９年度 (収)昭49. 5.29
被告清水市代理
人
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3637 12 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（３） 昭和５０年度 (収)昭50. 5.28
被告国指定代理
人

3637 13 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（４） 昭和５０年度 (収)昭50. 8.22
被告国指定代理
人

3637 14 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 取下書 昭和５０年度 (収)昭50.11.28
原告（個人名）
他１３名

3637 15 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（３） 昭和５０年度 (収)昭50.11.28
被告清水市代理
人

3637 16 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 準備書面（７） 昭和５０年度 (収)昭51. 1.28 原告代理人

3637 17 有東坂溜池所有権確認訴訟関係綴 取下書 昭和５０年度 (収)昭51. 1.28 原告（個人名）

3638 1 有東坂訴訟資料 有東坂訴訟資料 昭和４９年度

3639 1
有東坂今泉部農会に係る所有権確
認等請求事件

原告有東坂今泉部農会に係る所有権確認等請求事
件について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.21
(施)昭48. 5.21

公共用地課

3640 1 有東坂溜池訴訟関係 答弁書 昭和４８年度 (収)昭48. 4.27
被告清水市代理
人

3640 2 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（１） 昭和４８年度 (収)昭48. 6. 1
被告国指定代理
人

3640 3 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（１） 昭和４８年度 原告ら代理人

3640 4 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（２） 昭和４８年度 (収)昭48.11. 2
被告国指定代理
人

3640 5 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（３） 昭和４８年度 (収)昭48.12.24 原告代理人

3640 6 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（４） 昭和４８年度 (収)昭49. 3. 6 原告代理人

3640 7 有東坂溜池訴訟関係 上申書 昭和４８年度 (収)昭49. 3.30
被告清水市代理
人

3640 8 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（５） 昭和４９年度 (収)昭49. 5.29 原告代理人

3640 9 有東坂溜池訴訟関係 上申書 昭和４９年度 (収)昭49. 9. 4
被告清水市代理
人

3640 10 有東坂溜池訴訟関係 準備書面 昭和４９年度 (収)昭49. 5.29
被告清水市代理
人

3640 11 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（３） 昭和５０年度 (収)昭50. 5.28
被告国指定代理
人

3640 12 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（４） 昭和５０年度 (収)昭50. 8.22
被告国指定代理
人

3640 13 有東坂溜池訴訟関係 取下書 昭和５０年度 (収)昭50.11.28
原告（個人名）
他１３名
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3640 14 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（３） 昭和５０年度 (収)昭50.11.28
被告清水市代理
人

3640 15 有東坂溜池訴訟関係 準備書面（７） 昭和５０年度 (収)昭51. 1.28 原告代理人

3640 16 有東坂溜池訴訟関係 取下書 昭和５０年度 (収)昭51. 1.28 原告（個人名）

3641 1 有東坂溜池訴訟（起案綴）
有東坂溜池訴訟口頭弁論（第17回）について（復
命）

昭和５１年度 (起)昭51. 4.26 公共用地課

3641 2 有東坂溜池訴訟（起案綴） 有東坂溜池訴訟口頭弁論について（復命） 昭和５１年度
(起)昭52. 1. 5
(決)昭52. 1.14

公共用地課

3641 3 有東坂溜池訴訟（起案綴）
原告有東坂今泉部農会に係る溜池訴訟の国側指定
代理人の変更について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.25
(決)昭52. 6.25
(施)昭52. 6.27

公共用地課

3641 4 有東坂溜池訴訟（起案綴） 指定代理人の変更について（依頼） 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 2
(決)昭54. 4. 3
(施)昭54. 4. 3

公共用地課

3641 5 有東坂溜池訴訟（起案綴）
原告有東坂今泉部農会に係る溜池訴訟の国側指定
代理人変更通知について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(施)昭51. 4. 7

公共用地課

3641 6 有東坂溜池訴訟（起案綴）
原告有東坂今泉部農会に係る所有権確認等請求事
件「昭和48年（ワ）第107号」国側指定代理人変
更通知について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49. 4. 1 公共用地課

3641 7 有東坂溜池訴訟（起案綴） 有東坂訴訟に関する資料の提出について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49. 4.24 公共用地課

3641 8 有東坂溜池訴訟（起案綴） 有東坂訴訟経緯　和解勧告上申書再提出 昭和４９年度 (起)昭49. 9.12 公共用地課

3641 9 有東坂溜池訴訟（起案綴） 第８回有東坂訴訟の開廷について 昭和４９年度 (起)昭49.10.30 公共用地課

3641 10 有東坂溜池訴訟（起案綴）
原告有東坂今泉部農会に係る所有権確認等請求事
件「昭和48年（ワ）第107号」国側指定代理人変
更通知について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50. 4. 1 公共用地課

3641 11 有東坂溜池訴訟（起案綴）
原告有東坂今泉部農会に係る所有権確認等請求事
件「昭和48年（ワ）第107号」に関する調査依頼
について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50. 4. 9 公共用地課

3642 1 道路法第11条の路線の重複通知書 路線の重複について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52.11.15
(決)昭52.11.24
(施)昭52.11.24

道路維持課

3642 2 道路法第11条の路線の重複通知書 路線の重複について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52.11.15
(決)昭52.11.24
(施)昭52.11.24

道路維持課

3642 3 道路法第11条の路線の重複通知書 路線の重複について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.28
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

道路維持課

3642 4 道路法第11条の路線の重複通知書
一般国道１号と県道との区域の重複について（供
覧）、（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 7.30
(決)昭49. 8.17
(施)昭49. 8.19

道路維持課

3642 5 道路法第11条の路線の重複通知書 路線の重複について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.20
(決)昭54. 2.20
(施)昭54. 2.20

道路維持課

3642 6 道路法第11条の路線の重複通知書 路線の重複について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 6.29
(決)昭53. 6.29
(施)昭53. 6.29

道路維持課
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3642 7 道路法第11条の路線の重複通知書
県道五本地御殿場線と一般国道246号（バイパ
ス）との重複について（供覧）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.26
(施)昭48. 3.10

道路維持課

3642 8 道路法第11条の路線の重複通知書
一般国道１号と静岡県道との区域の一部重複につ
いて（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.19
(施)昭47. 8. 3

道路維持課

3642 9 道路法第11条の路線の重複通知書 路線の重複について 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3.13
(施)昭53. 3.13

道路維持課

3642 10 道路法第11条の路線の重複通知書 路線の重複について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3.13
(施)昭53. 3.13

道路維持課

3642 11 道路法第11条の路線の重複通知書 路線の重複について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.31
(決)昭53. 1.31
(施)昭53. 1.31

道路維持課

3643 1
土地利用実施計画申請書（東名裾
野ゴルフ場）

土地利用対策委員会本審査申請書の提出について 昭和４８年度 (収)昭48.11.26 観光課長

3644 1
土地利用実施計画設計図書（東名
裾野ゴルフ場）

土地利用実施計画設計図書（東名裾野ゴルフ場） 昭和４８年度

3645 1
土地利用事業計画一部変更申請書
（東名裾野ゴルフ場）

事業計画の変更に対する承認について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.22
(決)昭49. 7.24
(施)昭49. 7.25

土地対策課

3646 1
西遠広域都市計画事業浜松駅周辺
土地区画整理事業事業計画書

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の設計の概要の認可について（うかがい）

昭和４６年度 (決)昭47. 2. 9 計画課

3646 2
西遠広域都市計画事業浜松駅周辺
土地区画整理事業事業計画書

土地区画整理事業施行地区内における東海道本線
高架化事業について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.20
(決)昭47. 1.22
(施)昭47. 1.22

計画課

3646 3
西遠広域都市計画事業浜松駅周辺
土地区画整理事業事業計画書

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の事業計画に係る意見書の不採択通知について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.24
(決)昭47. 2. 1
(施)昭47. 2. 1

計画課

3646 4
西遠広域都市計画事業浜松駅周辺
土地区画整理事業事業計画書

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業に係る意見書について

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 5
(決)昭47. 1. 8

計画課

3646 5
西遠広域都市計画事業浜松駅周辺
土地区画整理事業事業計画書

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺土地区画整理事
業の事業計画について

昭和４６年度 (起)昭47. 1.17 計画課

3646 6
西遠広域都市計画事業浜松駅周辺
土地区画整理事業事業計画書

西遠広域都市計画事業浜松駅周辺公共団体区画整
理事業の事業計画について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46.11.12 計画課

3647 1
中遠広域都市計画事業袋井駅前土
地区画整理事業事業計画書

中遠広域都市計画事業袋井駅前土地区画整理事業
の事業計画について

昭和４７年度
(起)昭47.11.17
(決)昭47.11.22

計画課

3647 2
中遠広域都市計画事業袋井駅前土
地区画整理事業事業計画書

中遠広域都市計画事業袋井駅前土地区画整理事業
の事業計画に対する意見書の不採択通知について

昭和４７年度
(起)昭48. 2. 8
(決)昭48. 2. 8

計画課

3647 3
中遠広域都市計画事業袋井駅前土
地区画整理事業事業計画書

袋井駅前土地区画整理事業、事業計画に係る意見
書の付議について

昭和４７年度
(起)昭47.12.21
(決)昭47.12.21
(施)昭47.12.21

計画課

3647 4
中遠広域都市計画事業袋井駅前土
地区画整理事業事業計画書

意見書取下書（供覧） 昭和４７年度 (起)昭48. 1.25 計画課

3648 1
東遠広域都市計画事業掛川駅前土
地区画整理事業事業認可申請書

東遠広域都市計画事業掛川駅前土地区画整理事業
の事業計画に対する意見書の不採択通知について
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.12.24
(決)昭49. 1. 9
(施)昭49. 1. 9

計画課

3648 2
東遠広域都市計画事業掛川駅前土
地区画整理事業事業認可申請書

東遠広域都市計画事業掛川駅前土地区画整理事業
意見書の第23回静岡県都市計画地方審議会への附
議について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.12. 1
(決)昭48.12.14
(施)昭48.12.14

計画課
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3648 3
東遠広域都市計画事業掛川駅前土
地区画整理事業事業認可申請書

東遠広域都市計画事業掛川駅前土地区画整理事業
の事業計画について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭49. 1.11
(施)昭49. 1.11

計画課

3649 1
菊川大渕ヶ谷土地区画整理組合設
立認可申請書

菊川町大渕ヶ谷土地区画整理組合の理事の氏名等
の公告について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.10.26
(決)昭46.10.30

計画課

3649 2
菊川大渕ヶ谷土地区画整理組合設
立認可申請書

菊川町大渕ヶ谷土地区画整理組合の設立認可につ
いて（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 8.14 計画課

3650 1
藤枝市第三大谷川土地区画整理事
業計画認可申請書

藤枝市第３大谷川土地区画整理組合第２回通常総
会について（報告）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.28 藤枝市長

3650 2
藤枝市第三大谷川土地区画整理事
業計画認可申請書

藤枝市第３大谷川土地区画整理組合の理事の氏名
等の公告について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 6.28
(決)昭47. 6.30

計画課

3650 3
藤枝市第三大谷川土地区画整理事
業計画認可申請書

藤枝市第３大谷川土地区画整理組合の設立認可に
ついて（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 5.12

計画課

3651 1
沼津市下香貫土地区画整理組合設
立認可申請書

沼津市下香貫土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 7. 5
(決)昭48. 7. 6
(施)昭48. 7. 6

計画課

3651 2
沼津市下香貫土地区画整理組合設
立認可申請書

沼津市下香貫土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47.12.18
(決)昭48. 1. 8
(施)昭48. 1. 8

計画課

3651 3
沼津市下香貫土地区画整理組合設
立認可申請書

土地区画整理組合設立に伴う事業計画縦覧に際し
ての意見書の処理について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.16
(決)昭48. 4.28
(施)昭48. 5. 4

計画課

3651 4
沼津市下香貫土地区画整理組合設
立認可申請書

土地区画整理組合設立認可に伴う事業計画縦覧に
際しての意見書について（一応供覧）

昭和４７年度 (起)昭48. 2.22 計画課

3651 5
沼津市下香貫土地区画整理組合設
立認可申請書

土地区画整理組合設立認可申請書の進達について 昭和４７年度 (収)昭47.12.16 沼津市長

3652 1
清水市八坂町土地区画整理組合設
立認可申請書

清水市八坂町土地区画整理組合の理事の氏名及び
住所の公告について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.17
(決)昭48. 5.28
(施)昭48. 5.28

計画課

3652 2
清水市八坂町土地区画整理組合設
立認可申請書

清水市八坂町土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 4
(決)昭48. 2.20

計画課

3653 1
清水市天王石川土地区画整理組合
設立認可申請書

清水市天王石川土地区画整理組合の理事の氏名等
の公告について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.14
(決)昭49. 3.22
(施)昭49. 3.22

計画課

3653 2
清水市天王石川土地区画整理組合
設立認可申請書

清水市天王石川土地区画整理組合の設立認可につ
いて（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.11.13
(決)昭48.12. 1
(施)昭48.12. 4

計画課

3654 1
静岡市戸斗前土地区画整理組合設
立認可申請書

静岡市戸斗前土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49.11.19 計画課

3654 2
静岡市戸斗前土地区画整理組合設
立認可申請書

静岡市戸斗前土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7.30
(施)昭49. 8.19

計画課

3655 1
相良町地頭方土地区画整理組合事
業計画書

相良町地頭方土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 4
(施)昭52. 3. 7

計画課

3655 2
相良町地頭方土地区画整理組合事
業計画書

相良町地頭方土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭50. 1.22 計画課

3655 3
相良町地頭方土地区画整理組合事
業計画書

相良町地頭方土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49. 9. 5 計画課

3656 1
伊東市吉田土地区画整理組合設立
認可申請書

伊東市吉田土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49.12.25 計画課
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3656 2
伊東市吉田土地区画整理組合設立
認可申請書

二級河川泉川（伊東市）改修に対する要望書につ
いて（供覧）

昭和４９年度 (起)昭49.11.15 計画課

3656 3
伊東市吉田土地区画整理組合設立
認可申請書

伊東市吉田土地区画整理組合の設立認可について
（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49. 8.23 計画課

3656 4
伊東市吉田土地区画整理組合設立
認可申請書

意見書取下げ願 昭和４９年度 (収)昭49.11.15 泉町内会会長他

3657 1
掛川市大多郎土地区画整理組合事
業計画書

掛川市大多郎土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49.10.19 計画課

3657 2
掛川市大多郎土地区画整理組合事
業計画書

掛川市大多郎土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7.22
(決)昭49. 7.31
(施)昭49. 7.31

計画課

3658 1
静清広域都市計画道路事業変更認
可申請書（辻町北脇線）

都市計画道路事業事業計画の変更認可について
（伺い）辻町北脇線

昭和４９年度 (施)昭50. 1.13 計画課

3659 1
志太広域都市計画道路事業認可申
請書（志太西線）

志太広域都市計画道路事業志太西線の事業認可申
請について

昭和４７年度
(起)昭47.10.18
(決)昭47.10.25
(施)昭47.10.26

計画課

3660 1
三島市公共下水道事業変更認可申
請書

公共下水道事業計画変更の認可について 昭和４６年度 計画課

3660 2
三島市公共下水道事業変更認可申
請書

三島市公共下水道事業計画変更認可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.12
(決)昭46. 7.31
(施)昭46. 7.31

計画課

3661 1
浜松市公共下水道事業認可申請書
（２－１）

浜松市公共下水道事業認可申請書 昭和４８年度 浜松市

3662 1
浜松市公共下水道事業認可申請書
（２－２）

浜松市公共下水道事業認可申請書 昭和４８年度 浜松市

3663 1
浜松市公共下水道事業変更認可申
請書

浜松市公共下水道事業計画変更認可申請について
（副申）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.20
(施)昭49. 3.23

都市整備課

3663 2
浜松市公共下水道事業変更認可申
請書

浜松市公共下水道事業計画変更の認可について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.29 都市整備課

3664 1
静岡市公共下水道事業城北処理区
変更

静岡市公共下水道事業計画変更の認可について
（城北処理区）

昭和４９年度 (起)昭50. 1.28 都市整備課

3665 1 こども青少年芸術劇場
昭和50年度こども芸術劇場実績調査及びアンケー
トについて回答

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 8
(決)昭50. 9.  

教育委員会幼少
年教育課

3665 2 こども青少年芸術劇場
昭和50年度こども芸術劇場実績調査及びアンケー
トについて（回答）

昭和５０年度
(起)昭50.12. 5
(決)昭50.12. 6
(施)昭50.12. 8

教育委員会幼少
年教育課

3665 3 こども青少年芸術劇場
昭和50年度こども芸術劇場実績調査について（回
答）

昭和５０年度 (起)昭50. 9.11
教育委員会幼少
年教育課

3666 1 職員会館不動産投資関係綴
静岡県職員会館の改造工事に係る不動産投資資金
による工事の完了及び建物賃貸契約の変更契約の
報告について

昭和４６年度
(起)昭46.11. 2
(施)昭46.11. 9

職員厚生課

3666 2 職員会館不動産投資関係綴 建物賃貸借契約の一部変更について 昭和４６年度 (起)昭46. 9.20 職員厚生課

3666 3 職員会館不動産投資関係綴
静岡県職員会館の改造工事に係る不動産投資資金
による工事着工報告の提出について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(施)昭46. 9.20

職員厚生課
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3666 4 職員会館不動産投資関係綴
静岡県職員会館の内装工事に係る不動産投資資金
による施設設置計画書の提出について

昭和４６年度
(起)昭46. 5. 6
(決)昭46. 5.25
(施)昭46. 5.26

職員厚生課

3667 1 新伊豆ホテル冷暖房改装工事
新伊豆ホテル施設整備費補助金の交付申請につい
て

昭和４６年度
(起)昭46.11.25
(施)昭46.11.30

職員厚生課

3667 2 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 塵芥焼却炉の築造について 昭和４６年度 職員厚生課

3667 3 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテル消防用設備工事の施行について 昭和４６年度 (起)昭46. 6.14 職員厚生課

3667 4 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテルの変圧器等の入換増設について 昭和４６年度 (起)昭46.12.14 職員厚生課

3667 5 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテル畳表替工事について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.25 職員厚生課

3667 6 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテル改装工事（追加）について 昭和４６年度 (起)昭46. 6.  職員厚生課

3667 7 新伊豆ホテル冷暖房改装工事
新伊豆ホテルの改装追加工事請負契約の締結につ
いて（うかがい）

昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課

3667 8 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテルの改装追加工事について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課

3667 9 新伊豆ホテル冷暖房改装工事
新伊豆ホテル改造工事請負契約の締結について
（供覧）

昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課

3667 10 新伊豆ホテル冷暖房改装工事
新伊豆ホテルの改装補修工事施行業者の選定につ
いて

昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課

3667 11 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテルの改装補修工事執行について 昭和４６年度 (起)昭46. 5. 1 職員厚生課

3667 12 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテル造園フェンス工事について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 6 職員厚生課

3667 13 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 南伊豆保養所造園工事施行について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.24 職員厚生課

3667 14 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテル空調設備工事について 昭和４６年度 (起)昭46. 6.  職員厚生課

3667 15 新伊豆ホテル冷暖房改装工事
新伊豆ホテル空調工事等追加工事請負契約の締結
について

昭和４６年度 (起)昭46. 5.21 職員厚生課

3667 16 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテル空調設備工事等の追加変更について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課

3667 17 新伊豆ホテル冷暖房改装工事
新伊豆ホテル空調工事等の追加工事請負契約の締
結について

昭和４６年度 (起)昭46. 5.17 職員厚生課

3667 18 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテル空調工事等の追加変更について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課

3667 19 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテル空調設備工事入札結果について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課

3667 20 新伊豆ホテル冷暖房改装工事
新伊豆ホテルの空調設備工事入札予定価格等につ
いて

昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課
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3667 21 新伊豆ホテル冷暖房改装工事 新伊豆ホテルの空調設備工事について 昭和４６年度 (起)昭46.  .  職員厚生課

3668 1 新伊豆ホテル施設設置計画書 不動産投資施設の買収完了について（報告） 昭和４６年度 (起)昭46. 6.25 職員厚生課

3668 2 新伊豆ホテル施設設置計画書
不動産投資資金（長期借入金）の資金請求につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 6.18
(施)昭46. 6.18

職員厚生課

3668 3 新伊豆ホテル施設設置計画書
不動産投資資金（長期借入金）の資金請求につい
て（うかがい）

昭和４６年度 (起)昭46. 5.  職員厚生課

3668 4 新伊豆ホテル施設設置計画書
不動産投資資金（長期借入金）の資金請求につい
て（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 5.17
(施)昭46. 5.17

職員厚生課

3668 5 新伊豆ホテル施設設置計画書 宿泊施設設置計画について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.17 職員厚生課

3668 6 新伊豆ホテル施設設置計画書 施設設置計画書の提出について（うかがい） 昭和４６年度
(起)昭46. 4.20
(施)昭46. 4.20

職員厚生課

3669 1 下田保養所不動産関係 不動産売買契約の締結について（供覧） 昭和４６年度 (起)昭47. 2.16 職員厚生課

3669 2 下田保養所不動産関係 宿泊施設の廃止及び処分について 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(施)昭46.11.30

職員厚生課

3670 1 46大森会館工事請負関係綴 静岡県大森会館の補修工事の契約締結について 昭和４６年度
(起)昭46.12.18
(決)昭46.12.20
(施)昭46.12.20

職員厚生課

3670 2 46大森会館工事請負関係綴 静岡県大森会館の補修工事の施工について 昭和４６年度
(起)昭46.12.13
(決)昭46.12.16

職員厚生課

3670 3 46大森会館工事請負関係綴
突風による災害状況報告及び突風による被害復旧
工事について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.10
(決)昭46. 9.13

職員厚生課

3670 4 46大森会館工事請負関係綴 静岡県大森会館の火災予防設備の設置について 昭和４６年度
(起)昭46.11.26
(決)昭46.11.30

職員厚生課

3670 5 46大森会館工事請負関係綴
大森会館の火災予防設備等の設置工事の契約締結
について

昭和４６年度
(起)昭46.12.13
(施)昭46.12.20

職員厚生課

3671 1 下田総合庁舎新築工事関係綴 下田総合庁舎車庫の新築工事について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.21
(施)昭47. 9.22

税務課

3671 2 下田総合庁舎新築工事関係綴 公有財産の寄付受納について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.29
(施)昭48.10. 1

税務課

3672 1 富士総合庁舎新築工事関係綴
公有財産（土地）の購入及び建物補償費の支払に
ついて

昭和４７年度
(起)昭48. 3.20
(決)昭48. 3.24
(施)昭48. 3.31

税務課

3672 2 富士総合庁舎新築工事関係綴 財産（職員公舎）の処分について（依頼） 昭和４７年度 (起)昭47.11. 1 税務課

3672 3 富士総合庁舎新築工事関係綴 富士財務事務所敷地処分について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.22 税務課

3672 4 富士総合庁舎新築工事関係綴 財産（建物）の処分について（依頼） 昭和４７年度 (起)昭47. 6. 8 税務課

3672 5 富士総合庁舎新築工事関係綴 復命書 昭和４７年度 (起)昭47. 5.20 税務課
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3673 1
浜松総合庁舎新築工事関係綴（土
地購入関係）

浜松総合庁舎土地購入関係綴 昭和４８年度 税務課

3674 1 県費留学生関係　No.１
県費受入外国人留学生の査証事務上の手続きに関
する件

昭和３７年度 (収)昭38. 3.19 外務次官

3674 2 県費留学生関係　No.１
南米在住静岡県人子弟の日本留学生規程並びに同
細則の制定について（うかがい）

昭和３８年度
(起)昭38.12. 3
(決)昭38.12.26
(施)昭38.12.26

海外移住協会

3674 3 県費留学生関係　No.１
南米在住県人子弟の日本留学予算の配分について
（うかがい）

昭和３８年度
(起)昭38.12.  
(決)昭38.12.26

海外移住協会

3674 4 県費留学生関係　No.１ ブラジル日系二世の日本留学の必要性 昭和３８年度

3674 5 県費留学生関係　No.１ 静岡県々費留学生御引受依頼の件 昭和３６年度 (収)昭36.10. 9
サンパウロ日本
文化協会会長

3674 6 県費留学生関係　No.１ 留学生日本派遣に関する件 昭和３３年度
サンパウロ日本
文化協会会長

3674 7 県費留学生関係　No.１ 内地留学生制度の実施について 昭和３３年度 (施)昭33. 6. 5 海外移住協会

3674 8 県費留学生関係　No.１ 県費留学生の受入について 昭和３７年度
(起)昭38. 1.16
(決)昭38. 1.16
(施)昭38. 1.17

海外移住協会

3674 9 県費留学生関係　No.１ 留学生のことについて 昭和３７年度
(起)昭38. 1.29
(施)昭38. 1.29

海外移住協会

3674 10 県費留学生関係　No.１ 留学生のことについて 昭和３５年度 (収)昭36. 1.26
伯国静岡県海外
協会長

3674 11 県費留学生関係　No.１ 留学生のことについて 昭和３５年度 (収)昭36. 1.26
サンパウロ日本
文化協会会長

3674 12 県費留学生関係　No.１ 留学生のことについて 昭和３６年度 (収)昭36.11. 8
伯国静岡海外協
会長

3674 13 県費留学生関係　No.１ 南米在住静岡県人子弟の日本留学生募集要綱 昭和３６年度

3674 14 県費留学生関係　No.１ 日本政府奨学金留学生募集要項 昭和３６年度

3674 15 県費留学生関係　No.１ 伺い（内地留学生制度の実施について） 昭和３３年度
(起)昭33. 5.28
(施)昭33. 6. 5

海外移住協会

3674 16 県費留学生関係　No.１ 県費留学生について（回答） 昭和３７年度
(起)昭37.12.25
(決)昭37.12.25
(施)昭37.12.26

海外移住協会

3674 17 県費留学生関係　No.１ 貴県々費留学生御推薦の件 昭和３８年度 (収)昭39. 1.31
サンパウロ日本
文化協会会長

3674 18 県費留学生関係　No.１ 留学生の誓約書及び本邦在住者の保証書について 昭和３８年度 (起)昭39. 1.21 海外移住協会

3674 19 県費留学生関係　No.１
（個人名）君日本留学に関する保証書の提出方依
頼について

昭和３８年度
(起)昭39. 1. 8
(施)昭39. 1.10

海外移住協会

3674 20 県費留学生関係　No.１
在伯県人子弟の日本留学受入について（うかが
い）

昭和３８年度 (起)昭38.12.12 海外移住協会
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3674 21 県費留学生関係　No.１ 県費留学生について 昭和３８年度
(起)昭39. 2. 6
(決)昭39. 2. 7
(施)昭39. 2. 7

海外移住協会

3674 22 県費留学生関係　No.１ 外国人の日本留学について 昭和３８年度
(起)昭38. 8.12
(施)昭38. 8.13

海外移住協会

3674 23 県費留学生関係　No.１
南米在住静岡県人子弟の日本留学生交付金交付要
綱の制定について（うかがい）

昭和３９年度 (起)昭39. 5.23 海外移住協会

3674 24 県費留学生関係　No.１ 留学生の交付金について（うかがい） 昭和３９年度
(起)昭39. 5.23
(施)昭39. 6. 4

海外移住協会

3674 25 県費留学生関係　No.１ 留学生の受入について（うかがい） 昭和３９年度
(起)昭39.10.20
(施)昭39.10.27

海外移住協会

3674 26 県費留学生関係　No.１
在伯県人子弟の日本留学受入について（うかが
い）

昭和３９年度
(起)昭39.12.22
(施)昭39.12.25

海外移住協会

3674 27 県費留学生関係　No.１ （個人名）留学について（報告） 昭和４０年度 (起)昭40. 4. 1 海外移住協会

3674 28 県費留学生関係　No.１ 誓約書 昭和３９年度 （個人名）

3674 29 県費留学生関係　No.１ 貴県費留学生引受け決定に関する御礼 昭和３９年度 (収)昭40. 3.19
サンパウロ日本
文化協会長

3674 30 県費留学生関係　No.１ 保証書 昭和３９年度 （個人名）

3674 31 県費留学生関係　No.１ 誓約書 昭和３９年度 （個人名）

3674 32 県費留学生関係　No.１ 貴県々費留学生ブラジル出発御通知の件 昭和４０年度 (収)昭40. 4.24
サンパウロ日本
文化協会長

3674 33 県費留学生関係　No.１ 在留資格証明書の送付について 昭和４０年度 (施)昭40. 4.27 海外移住協会

3675 1 県費留学生関係　No.２
県費留学生（個人名）の講演に関する証明につい
て（依頼）

昭和４５年度 (起)昭45. 5. 1 海外移住協会

3675 2 県費留学生関係　No.２
県費留学生（個人名）の海外移住夏期講習会にお
いて講演を行ったことの証明について（伺）

昭和４４年度
(起)昭45. 3.26
(決)昭45. 3.28
(施)昭45. 3.28

海外移住協会

3675 3 県費留学生関係　No.２ 復命書 昭和４１年度 (起)昭41. 4.12 海外移住協会

3675 4 県費留学生関係　No.２ 県費留学生からの返電供覧 昭和４０年度 (起)昭41. 2.21 海外移住協会

3675 5 県費留学生関係　No.２ 在伯県人子弟の日本留学受入について（伺） 昭和４０年度
(起)昭41. 1.22
(決)昭41. 1.26
(施)昭41. 1.26

海外移住協会

3675 6 県費留学生関係　No.２ 戸籍謄本の交付等要求について 昭和４０年度 (起)昭41. 1.21 海外移住協会

3675 7 県費留学生関係　No.２ 県費留学生医療費免除方について副申 昭和４１年度
(起)昭41. 6.27
(決)昭41. 6.27
(施)昭41. 6.27

海外移住協会

3675 8 県費留学生関係　No.２ 県費留学生（個人名）氏の留学感想録 昭和４１年度 （個人名）
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3675 9 県費留学生関係　No.２ ブラジルからの県費留学生について 昭和４１年度
静岡大学教育学
部長

3675 10 県費留学生関係　No.２ 書簡（県費留学終了時の諸手続き） 昭和４１年度
(起)昭42. 3.23
(施)昭42. 3.25

海外移住協会

3675 11 県費留学生関係　No.２ 書簡（入学後の宿舎、入国手続き等諸連絡） 昭和４１年度
(起)昭42. 3.27
(施)昭42. 3.31

海外移住協会

3675 12 県費留学生関係　No.２
書簡（留学のお知らせ、入学後の宿舎についての
連絡）

昭和４１年度
(起)昭42. 3.10
(決)昭42. 3.13
(施)昭42. 3.13

海外移住協会

3675 13 県費留学生関係　No.２
復命書（県費留学生（個人名）の入国管理法によ
る手続き等について）

昭和４１年度 (起)昭42. 3.28 海外移住協会

3675 14 県費留学生関係　No.２ 在伯県人子女の日本留学受入について（伺） 昭和４１年度
(起)昭42. 2.10
(決)昭42. 2.10
(施)昭42. 2.10

海外移住協会

3675 15 県費留学生関係　No.２ 県費留学生であることの証明について（伺） 昭和４２年度
(起)昭42. 5.23
(決)昭42. 5.24
(施)昭42. 5.24

海外移住協会

3675 16 県費留学生関係　No.２
復命書（県費留学生用件及び海外事情講習会用
件）

昭和４２年度 (起)昭43. 3. 9 海外移住協会

3675 17 県費留学生関係　No.２ 電報案（和文国内扱電報） 昭和４２年度
(起)昭43. 3. 9
(決)昭43. 3.11
(施)昭43. 3.11

海外移住協会

3675 18 県費留学生関係　No.２ 留学生受入について返電 昭和４２年度
(起)昭43. 2.15
(決)昭43. 2.16
(施)昭43. 2.16

海外移住協会

3675 19 県費留学生関係　No.２
復命書（県費留学生（個人名）氏の入国手続きに
ついて）

昭和４２年度 (起)昭43. 2. 8 海外移住協会

3675 20 県費留学生関係　No.２
復命書（県費留学生（個人名）氏の入学手続きに
ついて）

昭和４２年度 (起)昭43. 2. 2 海外移住協会

3675 21 県費留学生関係　No.２ 県費留学生入国入学手続きについて（伺） 昭和４２年度
(起)昭43. 1.25
(決)昭43. 2. 1
(施)昭43. 2. 6

海外移住協会

3675 22 県費留学生関係　No.２ 県費留学生受入について（伺） 昭和４２年度 (起)昭43. 1.25
農地部農地計画
課

3675 23 県費留学生関係　No.２ 県費留学生について（手紙文） 昭和４２年度
(起)昭42.12.11
(決)昭42.12.18
(施)昭42.12.18

農地部農地計画
課

3675 24 県費留学生関係　No.２ 県費留学生受入について 昭和４２年度 (起)昭42.12. 6
農地部農地計画
課

3675 25 県費留学生関係　No.２ 電報供覧 昭和４４年度 (起)昭44. 7.15 海外移住協会

3675 26 県費留学生関係　No.２ （県費留学生の入国手続きについて　手紙文） 昭和４４年度
(起)昭44. 5.28
(決)昭44. 5.28
(施)昭44. 5.28

海外移住協会

3675 27 県費留学生関係　No.２ 県費留学生引受け決定について 昭和４４年度 (起)昭44. 4.22 海外移住協会

3675 28 県費留学生関係　No.２ 電報発信伺 昭和４３年度
(起)昭44. 2. 6
(決)昭44. 2. 6
(施)昭44. 2. 6

海外移住協会

3675 29 県費留学生関係　No.２ 県費留学生受入について（伺） 昭和４４年度
(起)昭44. 4.21
(決)昭44. 4.23
(施)昭44. 4.24

後継者養成課
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3676 1 県費留学生関係　No.３
19７4年度ブラジル日系二世日本留学生訪日に関
する件

昭和４８年度
ブラジル日本文
化協会長

3676 2 県費留学生関係　No.３
静岡県県費留学生（個人名）氏の留学資格証明下
付申請手続について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.23
(決)昭49. 2.25
(施)昭49. 2.25

後継者養成課

3676 3 県費留学生関係　No.３ 県費留学生（個人名）氏の留学先について（伺） 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 1
(決)昭49. 2. 2
(施)昭49. 2. 2

後継者養成課

3676 4 県費留学生関係　No.３ 県費留学生追加受入について（伺） 昭和４８年度
(起)昭49. 1.24
(決)昭49. 1.25
(施)昭49. 1.28

後継者養成課

3676 5 県費留学生関係　No.３ 県費留学生について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.10
(決)昭49. 1.10
(施)昭49. 1.10

後継者養成課

3676 6 県費留学生関係　No.３ 県費留学生の「留学資格証明書」送付について 昭和４８年度
(起)昭48.12.27
(決)昭48.12.27
(施)昭48.12.27

後継者養成課

3676 7 県費留学生関係　No.３ 県費留学生引受け決定電報について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48.12. 6
(決)昭48.12. 7
(施)昭48.12. 7

後継者養成課

3676 8 県費留学生関係　No.３ 県費留学生受入について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48.11. 1
(決)昭48.11.13
(施)昭48.11.13

後継者養成課

3676 9 県費留学生関係　No.３ 県費留学生につき電報照会伺 昭和４８年度
(起)昭48.10. 2
(施)昭48.10. 2

後継者養成課

3676 10 県費留学生関係　No.３ 県費留学生推薦方について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 5
(決)昭48.10.13
(施)昭48.10.13

後継者養成課

3676 11 県費留学生関係　No.３ （個人名）のビザ取得について（国際電報送付） 昭和４８年度 後継者養成課

3676 12 県費留学生関係　No.３ 日系留学生等中央研修事業について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.20
(施)昭49. 6.21

後継者養成課

3676 13 県費留学生関係　No.３
日系留学生等中央研修事業及び北海道旅行につい
て（お知らせ）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.10
(決)昭49. 6.11
(施)昭49. 6.11

後継者養成課

3676 14 県費留学生関係　No.３ （懇親会並びに工場見学等開催） 昭和４９年度 (収)昭49. 6.20
日本ブラジル中
央協会

3676 15 県費留学生関係　No.３ 県費留学生履修証明について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.19
(決)昭49. 3.19
(施)昭49. 3.20

後継者養成課

3676 16 県費留学生関係　No.３
県費留学生（個人名）、（個人名）の両名の在留
期間の更新手続上留学期限の証明について（伺）

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 1
(決)昭49. 3. 1
(施)昭49. 3. 1

後継者養成課

3676 17 県費留学生関係　No.３
県費留学生（個人名）、（個人名）の両名の在留
期間の更新手続に添付する帰国旅費支給の証明に
つき（伺）

昭和４８年度 後継者養成課

3676 18 県費留学生関係　No.３ 県費留学生（個人名）の留学証明について 昭和４９年度 (起)昭49. 5. 2 後継者養成課

3676 19 県費留学生関係　No.３ 県費留学生履修証明について 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 6
(決)昭49. 4.11
(施)昭49. 4.12

後継者養成課

3676 20 県費留学生関係　No.３
県費留学生（個人名）の海外旅行傷害保険契約の
締結について

昭和４９年度 (起)昭49.12. 7 後継者養成課
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3676 21 県費留学生関係　No.３ 日系留学生冬季研修会について 昭和４９年度
(起)昭49.11.30
(決)昭49.12. 3
(施)昭49.12. 3

後継者養成課

3676 22 県費留学生関係　No.３ 旅費運賃の後払契約書の締結について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.26 後継者養成課

3676 23 県費留学生関係　No.３ 県費留学生の入国許可手続きについて申請 昭和４８年度 後継者養成課

3676 24 県費留学生関係　No.３ 語学研修について 昭和４９年度
(起)昭49.10.14
(決)昭49.10.15
(施)昭49.10.15

後継者養成課

3676 25 県費留学生関係　No.３ 県費留学生（個人名）留学辞退につき手続の件 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 5
(決)昭49. 2. 8
(施)昭49. 2. 8

後継者養成課

3676 26 県費留学生関係　No.３ 県費留学生（個人名）留学辞退について 昭和４８年度 (起)昭49. 1. 7 後継者養成課

3676 27 県費留学生関係　No.３ 県費留学生履修証明について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(決)昭50. 3.28
(施)昭50. 3.28

後継者養成課

3676 28 県費留学生関係　No.３ 証明伺 昭和４９年度 (起)昭50. 3.13 後継者養成課

3676 29 県費留学生関係　No.３ ブラジル語研修について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.20
(決)昭49. 9.25
(施)昭49. 9.25

後継者養成課

3676 30 県費留学生関係　No.３ ブラジル語研修について　伺 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 3 後継者養成課

3676 31 県費留学生関係　No.３ ブラジル語研修について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.17
(決)昭49. 6.18
(施)昭49. 6.19

後継者養成課

3676 32 県費留学生関係　No.３ 供覧（県費留学生レポート） 昭和４９年度 後継者養成課

3677 1
住民基本台帳に基づく人口移動報
告

住民基本台帳に基づく人口移動報告　昭46年１月
～12月

昭和４５年度
～

昭和４６年度

企画調整部統計
課

3678 1 浜名湖をきれいにする会　No.３ 復命書（長良川をきれいにする会） 昭和４７年度 (起)昭48. 2. 9
企画調整部公害
課

3678 2 浜名湖をきれいにする会　No.３
供覧（霞ヶ関環境講座「環境・汚染・公害」開講
の趣旨）

昭和４７年度
地球化学研究協
会他

3678 3 浜名湖をきれいにする会　No.３ 供覧（工場パトロール立入検査官依頼のこと） 昭和４７年度
浜名漁業協同組
合

3679 1 浜名湖をきれいにする会　No.４ 復命書（浜名湖の水をきれいにする会幹事会） 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 7 公害課

3679 2 浜名湖をきれいにする会　No.４ 公害防止工場等巡回調査の結果について 昭和４９年度 (収)昭49.11.28
浜名湖の水をき
れいにする会

3679 3 浜名湖をきれいにする会　No.４
復命書（浜名湖の水をきれいにする会工場パト
ロール）

昭和４９年度 (起)昭49.10.31 公害課

3679 4 浜名湖をきれいにする会　No.４ 復命書（浜名湖の水をきれいにする会役員会） 昭和４９年度 (起)昭49.10.16 公害課

3679 5 浜名湖をきれいにする会　No.４ 復命書（湖西市放流水研究会） 昭和４９年度 公害課
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3679 6 浜名湖をきれいにする会　No.４ 浜名湖の水をきれいにする会総会案内 昭和４９年度 (収)昭49. 5. 1
浜名湖の水をき
れいにする会

3679 7 浜名湖をきれいにする会　No.４ 公害防止工場等巡回調査の結果について（報告） 昭和４８年度 (収)昭48.11.14
浜名湖の水をき
れいにする会

3679 8 浜名湖をきれいにする会　No.４
復命書（浜名湖の水をきれいにする会の工場パト
ロール）

昭和４８年度 (起)昭48.10.25 公害課

3679 9 浜名湖をきれいにする会　No.４ 復命書（浜名湖の水をきれいにする会幹事会） 昭和４８年度 (起)昭48. 9.18 公害課

3679 10 浜名湖をきれいにする会　No.４ 第９回本会の総会について（報告） 昭和４８年度 (収)昭48. 6.16
浜名湖の水をき
れいにする会

3679 11 浜名湖をきれいにする会　No.４ 浜名湖の水をきれいにする会総会案） 昭和４８年度 (収)昭48. 5.28
浜名湖の水をき
れいにする会

3680 1 施設基本通知綴
社会福祉施設等施設整備費補助金の繰越手続き等
について

昭和５５年度 (収)昭56. 2.19 厚生省社会局他

3680 2 施設基本通知綴
社会福祉施設におけるなだれ及び融雪出水等に対
する防災態勢の強化について

昭和５５年度 (収)昭56. 2.23
厚生省社会局施
設課他

3680 3 施設基本通知綴
「豪雪に際して地歩公共団体が行う公共の施設の
除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置
法」に基づく豪雪の政令指定等について

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 9
厚生省公衆衛生
局他

3680 4 施設基本通知綴
社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督
の強化について

昭和５５年度 (収)昭55.10. 7 厚生省社会局他

3680 5 施設基本通知綴
社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督
の強化について

昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.14
(施)昭55.10.14

社会課

3680 6 施設基本通知綴
社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督
の強化について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 8
(決)昭55.10. 9
(施)昭55.10. 9

社会課

3680 7 施設基本通知綴
電気料金改定にとも社会福祉施設に対する特別措
置について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 2
(決)昭55. 4. 3

社会課

3680 8 施設基本通知綴
社会福祉施設の電気・ガス等の計画的執行につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.15
(決)昭55. 4.16

社会課

3680 9 施設基本通知綴
社会福祉法人の申告納税に対する協力方依頼につ
いて

昭和５４年度
(起)昭55. 3.21
(決)昭55. 3.24

社会課

3680 10 施設基本通知綴 社会福祉施設における運営費の運用について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.20
(施)昭54. 6.25

社会課

3680 11 施設基本通知綴 社会福祉施設の運営費の運用に係る疑義について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.18 社会課

3680 12 施設基本通知綴 社会福祉施設における運営費の運用について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.15
(施)昭54. 5.21

社会課

3680 13 施設基本通知綴 社会福祉施設における食品衛生の確保について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 7
(決)昭54. 8.13
(施)昭54. 8.13

社会課

3680 14 施設基本通知綴 社会福祉法人の認可、指導監査等について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.29
(施)昭54. 6.15

社会課
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3680 15 施設基本通知綴
社会福祉事業法施行規則の一部改正について（通
知）

昭和５３年度
(起)昭53. 3.30
(施)昭53. 4. 7

社会課

3680 16 施設基本通知綴
職員研修施設に対する社会福祉事業振興会の貸付
けについて

昭和５２年度
(起)昭53. 1.26
(施)昭53. 2. 6

社会課

3680 17 施設基本通知綴
社会福祉法人の定款準則の一部改正について（通
知）

昭和５２年度
(起)昭52.12.19
(決)昭52.12.28
(施)昭53. 1. 5

社会課

3680 18 施設基本通知綴
社会福祉事業法施行規則の一部を改正する省令の
施行等について（通知）

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 8 社会課

3680 19 施設基本通知綴
租税特別措置法第40条の特例の適用を受けようと
する場合における社会福祉法人の定款準則の一部
改正について（通知）

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 8 社会課

3680 20 施設基本通知綴 社会福祉に係る指導監査の実施について（通知） 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 8 社会局

3680 21 施設基本通知綴 社会福祉施設の運営指導について 昭和５０年度 (収)昭50.10. 2 厚生省社会局他

3680 22 施設基本通知綴 「育児休業法」の成立について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.24
(決)昭50. 7.29
(施)昭50. 7.29

社会課

3680 23 施設基本通知綴
社会福祉施設入所者に対する特別一時金の支給に
ついて

昭和４９年度
(起)昭49.12.19
(決)昭49.12.19
(施)昭49.12.19

社会課

3680 24 施設基本通知綴
社会福祉施設措置費（事務費）概算支弁の特別措
置について（うかがい）

昭和４９年度 (起)昭49.11.30 社会課

3680 25 施設基本通知綴
社会福祉施設措置費（一般事務費）基準額の改定
について

昭和４９年度 (起)昭49. 5.17 社会課

3680 26 施設基本通知綴 社会福祉施設の運営指導について（うかがい） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.29
(施)昭49. 7.23

社会課

3680 27 施設基本通知綴 社会福祉施設における運営費の運用について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.14
(決)昭49. 6.17
(施)昭49. 6.20

社会課

3680 28 施設基本通知綴
社会福祉事業法第２条第３項第４号の事業（宿所
提供等事業）にかかる事務の取扱について

昭和４８年度 (収)昭49. 3.25
厚生省社会局施
設課

3680 29 施設基本通知綴
社会福祉施設に対する国有財産の譲渡及び貸付に
ついて

昭和４８年度
(起)昭49. 2.16
(決)昭49. 2.28
(施)昭49. 2.28

社会課

3680 30 施設基本通知綴
社会福祉施設における火災予防対策の強化につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.12.26
(施)昭48.12.26

社会課

3680 31 施設基本通知綴
地方公共団体が設置する心身障害者（児）総合施
設の整備について

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 8
(決)昭48. 8.10
(施)昭48. 8.10

社会課

3680 32 施設基本通知綴
社会福祉施設指導監査の基本方針について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.21
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 7. 2

社会課

3680 33 施設基本通知綴 社会福祉施設に対する指導監査の強化について 昭和４７年度
(起)昭48. 1. 5
(決)昭48. 1.16
(施)昭48. 1.17

社会課

3680 34 施設基本通知綴
民間社会福祉施設における職員の給与改善の実施
について

昭和４７年度
(起)昭47.11.28
(決)昭47.12. 6
(施)昭47.12. 8

社会課
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3680 35 施設基本通知綴
生活保護法による保護施設における民間施設給与
等改善費の取扱いについて

昭和４７年度
(起)昭47.10.23
(決)昭47.10.25
(施)昭47.10.25

社会課

3680 36 施設基本通知綴 社会福祉施設における運営費の運用について 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 6
(決)昭47. 7.12
(施)昭47. 7.14

社会課

3680 37 施設基本通知綴
社会福祉法人が経営する社会福祉施設の長につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 5.30
(決)昭47. 6.21
(施)昭47. 6.21

社会課

3680 38 施設基本通知綴
社会福祉施設に対する措置費の特殊業務手当の取
扱いについて

昭和４７年度
(起)昭47. 4.25
(決)昭47. 5. 9
(施)昭47. 5.10

社会課

3680 39 施設基本通知綴
昭和47年度の特別地方債にかかる厚生年金保険積
立金還元融資及び国民年金特別融資の取扱いにつ
いて

昭和４７年度 (収)昭47. 4.12 民生部保険課他

3680 40 施設基本通知綴
昭和47年度の特別地方債にかかる厚生年金保険積
立金還元融資及び国民年金特別融資の運用につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 4.13 民生部

3680 41 施設基本通知綴

社会福祉事業に対する昭和46年度（昭和47年正月
分）お年玉つき郵便葉書に付加された寄付金並び
に昭和47年度日本自転車振興会、日本小型自動車
振興会補助金及び日本船舶振興会補助金の配分額
について

昭和４７年度 (収)昭47. 4.21
厚生省社会局施
設課他

3680 42 施設基本通知綴
社会福祉施設における事故防止対策について（う
かがい）

昭和４７年度
(起)昭47.12. 8
(決)昭47.12. 8
(施)昭47.12.13

社会課

3680 43 施設基本通知綴
社会福祉施設における火災防止対策の強化につい
て

昭和４７年度
(起)昭48. 3.13
(決)昭48. 3.13
(施)昭48. 3.13

社会課

3680 44 施設基本通知綴
豪雪に際して地方公共団体が行う公共の施設の除
雪事業に要する費用の補助に関する事務取扱要領
の一部改正について

昭和４７年度 (収)昭47. 4. 8
厚生省公衆衛生
局他

3680 45 施設基本通知綴 民間社会福祉施設除雪助成事業の実施について 昭和４７年度 (収)昭47.12. 9 厚生事務次官

3680 46 施設基本通知綴 民間社会福祉施設除雪費の国庫補助について 昭和４７年度 (収)昭47.12. 9 厚生事務次官

3680 47 施設基本通知綴
民間社会福祉施設除雪費国庫補助金の取扱いにつ
いて

昭和４６年度 (収)昭47. 2.28 厚生省社会局

3680 48 施設基本通知綴 民間社会福祉施設除雪費の国庫補助について 昭和４６年度 (収)昭47. 2.28 厚生事務次官

3680 49 施設基本通知綴 民間社会福祉施設除雪助成事業の実施について 昭和４６年度 (収)昭46.12.17 厚生事務次官

3680 50 施設基本通知綴 社会福祉施設指導監査の基本方針 昭和４６年度

3681 1 他法調整公費負担医療関係綴 重度心身障害者医療費助成事業補助金交付要綱 昭和４７年度

3681 2 他法調整公費負担医療関係綴
健康保険等の療養の給付及び公費負担医療に関す
る省令の施行に伴う国民健康保険関係省令の一部
改正について

昭和５１年度
民生部国民健康
保険課
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3681 3 他法調整公費負担医療関係綴 公費負担医療事務担当者連絡協議会次第 昭和５３年度
静岡県国民健康
保険団体連合会

3681 4 他法調整公費負担医療関係綴 公費負担者番号一覧表 昭和５０年度
静岡県国民健康
保険団体連合会

3681 5 他法調整公費負担医療関係綴
結核予防法と老人福祉法との調整に伴う結核医療
事業の運用について

昭和４７年度

3682 1
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

温泉掘削不許可処分にかかる審査請求について 昭和４６年度 (収)昭46.10.13
環境庁自然保護
局企画調整課

3682 2
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

温泉掘削不許可処分にかかる審査請求について
（伺）

昭和４６年度 (起)昭46.11.11 医務課

3682 3
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

審査請求かかる処分庁の弁明書の提出について
（伺）

昭和４６年度
(決)昭46. 6.15
(施)昭46. 6.16

医務課

3682 4
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

温泉掘さく申請の不許可処分について（通知） 昭和４５年度
(起)昭46. 2. 2
(決)昭46. 2. 4

医務課

3682 5
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

温泉掘さく申請の不許可処分について 昭和４５年度
(起)昭46. 1.12
(決)昭46. 2. 2
(施)昭46. 2. 5

医務課

3682 6
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

温泉掘さく不許可処分取消請求事件について 昭和４８年度
(起)昭48.10.26
(決)昭48.10.29

医務課

3682 7
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

書証説明・原告準備書面に対する反論について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.11
(決)昭49. 3.11

医務課

3682 8
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

復命書（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度 (起)昭48.10.29 医務課

3682 9
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

温泉掘さく不許可処分取消請求事件について（送
付）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.29
(施)昭49. 2. 4

医務課

3682 10
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

書証の提出について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.28
(決)昭49. 1.29
(施)昭49. 1.29

医務課

3682 11
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

温泉掘さく不許可処分取消請求事件答弁書につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.10.19
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.27

医務課

3682 12
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

争訟事件の処理について（通知） 昭和４８年度 東京法務局長

3682 13
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

期日呼出状および答弁書催告状 昭和４８年度 (収)昭48.10. 2
静岡地方裁判所
民事部

3682 14
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

温泉掘さく不許可処分取消請求事件について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10.11
(施)昭48.10.12

医務課

3682 15
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

細谷事件に関する証拠提出について（伺） 昭和５０年度 (起)昭50. 9.20 医務課

3682 16
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

指定代理人の変更について 昭和５０年度 (起)昭50. 4.  医務課

3682 17
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

指定代理人の変更について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1. 7
(施)昭50. 1.14

医務課

3682 18
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

第４回口頭弁論の準備書面について 昭和４９年度 医務課
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3682 19
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の２

指定代理人の変更について 昭和４９年度
(決)昭49. 4.23
(施)昭49. 5.10

医務課

3683 1
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

答弁書（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度

3683 2
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

答弁書（原案）（温泉掘さく不許可処分取消請求
事件）

昭和４８年度

3683 3
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

期日呼出状および答弁書催告状 昭和４８年度
静岡地方裁判所
民事部

3683 4
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

訴状（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度

3683 5
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

審査請求書（温泉掘さく不許可処分取消請求事
件）

昭和４８年度 細谷祐正

3683 6
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

弁明書（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度 医務課

3683 7
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

反論書（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度 細谷祐正

3683 8
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

（個人名）　温泉掘さく許可申請について 昭和４８年度 医務課

3683 9
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

資料説明（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度 医務課

3683 10
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

伊東温泉における掘さく及び増掘、動力装置許可
申請の取扱いについて

昭和４８年度 医務課

3683 11
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

審査請求に関する資料追送について 昭和４８年度 医務課

3683 12
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

昭和45年第３回温泉審議会議事抄録 昭和４８年度 医務課

3683 13
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

温泉保護対策に基づく伊東温泉の取扱 昭和４８年度

3683 14
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

厚生科学研究報告書（昭和35年度） 昭和４８年度

3683 15
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

伊豆伊東温泉について 昭和４８年度

3683 16
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

伊東温泉科学調査報告要旨 昭和４８年度

3683 17
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

伊東温泉の保護措置の説明 昭和４８年度

3683 18
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

温泉保護地域の制定と改正経過 昭和４８年度

3683 19
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

伊東市観光温泉資源保護条例 昭和４８年度

3683 20
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

伊東国際観光温泉文化都市建設法 昭和４８年度
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3683 21
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

証拠申出書（温泉掘さく不許可処分取消請求事
件）

昭和４８年度

3683 22
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

準備書面（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度

3683 23
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

書証説明（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度

3683 24
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

原告準備書面に対する反論 昭和４８年度

3683 25
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

証拠説明書（温泉掘さく不許可処分取消請求事
件）

昭和４８年度

3683 26
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の３

準備書面（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度

3684 1
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の４

温泉掘さく不許可取消訴訟事件（個人名）につい
て

昭和５０年度 (起)昭50.10. 1 医務課

3684 2
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の４

準備書面（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４９年度

3684 3
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の４

証拠申出書（温泉掘さく不許可処分取消請求事
件）

昭和４８年度

3684 4
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の４

準備書面（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度

3684 5
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の４

訴状（副本）（温泉掘さく不許可処分取消請求事
件）

昭和４８年度

3685 1
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

温泉掘さく不許可取消訴訟事件（個人名）につい
て

昭和５０年度 (起)昭51. 1.20 医務課

3685 2
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

（個人名）提起にかかる温泉掘削不許可処分取消
請求事件について（上申書供覧）

昭和５０年度 (起)昭51. 1.19 医務課

3685 3
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

温泉掘削不許可処分取消事件（細谷事件）につい
て

昭和５０年度 (起)昭50.10.21 医務課

3685 4
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

温泉掘さく不許可処分取消請求事件（細谷事件）
について

昭和５０年度 (起)昭50. 9.25 医務課

3685 5
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

温泉掘さく不許可取消訴訟事件（個人名）につい
て

昭和５０年度 (起)昭50. 9.22 医務課

3685 6
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

温泉掘さく不許可処分取消請求事件（個人名）の
証人調書について

昭和５０年度 (起)昭50. 7.21 医務課

3685 7
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

温泉掘さく不許可取消訴訟事件（細谷事件）につ
いて

昭和５０年度 (起)昭50. 5.14 医務課

3685 8
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

通知書（資料送付）（温泉掘さく不許可処分取消
請求事件）

昭和５０年度 (収)昭50. 4.14
静岡地方法務局
長

3685 9
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

静岡地方裁判所昭和48年（行ウ）第12号温泉掘さ
く不許可処分取消請求事件（第７回口頭弁論）

昭和４９年度 医務課

3685 10
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

静岡地方裁判所昭和48年（行ウ）第12号温泉掘さ
く不許可処分取消請求事件（第５回口頭弁論）

昭和４９年度 医務課
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3685 11
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

供覧（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４９年度 (起)昭49. 9.18 医務課

3685 12
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

静岡地方裁判所昭和48年（行ウ）第12号温泉掘さ
く不許可処分取消請求事件（第４回口頭弁論）

昭和４９年度 医務課

3685 13
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

準備書面（一）（温泉掘さく不許可処分取消請求
事件）

昭和４９年度

3685 14
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

証拠説明書（温泉掘さく不許可処分取消請求事
件）

昭和４８年度

3685 15
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の５

答弁書（温泉掘さく不許可処分取消請求事件） 昭和４８年度

3686 1
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘さく不許可処分取消請求事件にかかる判決
について

昭和５４年度
(起)昭54.10. 8
(決)昭54.10.12

医務課

3686 2
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘さく不許可処分取消請求事件について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54.10. 8
(決)昭54.10.12
(施)昭54.10.12

医務課

3686 3
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

上告訴訟記録到着通知について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.13
(決)昭54. 4.18
(施)昭54. 4.18

医務課

3686 4
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘さく不許可処分取消請求事件について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.20
(決)昭54. 1.20
(施)昭54. 1.20

医務課

3686 5
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘さく不許可処分取消請求事件について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.17
(決)昭54. 1.19
(施)昭54. 1.20

医務課

3686 6
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘さく不許可処分取消請求事件（個人名）の
判決について

昭和５０年度 (起)昭51. 2.14 医務課

3686 7
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘さく不許可処分取消控訴事件の判決につい
て（供覧）

昭和５３年度 (起)昭53.12.20 医務課

3686 8
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

復命書（温泉掘削不許可処分取消請求事件） 昭和５３年度 (起)昭53.10. 4 医務課

3686 9
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

指定代理人の変更について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.22
(決)昭53. 9.27
(施)昭53. 9.27

医務課

3686 10
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

（個人名）控訴に係る控訴審判決言渡について
（復命）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.30
(決)昭52. 5. 2

医務課

3686 11
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘削不許可取消事件控訴審弁論について 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 3 医務課

3686 12
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘削不許可取消事件控訴審弁論について 昭和５１年度 (起)昭52. 2. 2 医務課

3686 13
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘削不許可取消事件控訴審弁論について 昭和５１年度 (起)昭51.12.15 医務課

3686 14
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

（個人名）に係る温泉掘削不許可処分取消請求事
件控訴審第４回口頭弁論について（供覧）

昭和５１年度 (起)昭51.11.10 医務課

3686 15
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘削不許可事件控訴弁論について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.29 医務課

3686 16
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘削不許可事件控訴弁論について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.14 医務課
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3686 17
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

細谷事件に係る第１回控訴弁論について 昭和５１年度 (起)昭51. 6. 2 医務課

3686 18
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘さく不許可処分事件（細谷事件）控訴弁論
期日の変更について

昭和５１年度 (起)昭51. 4. 5 医務課

3686 19
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

質問書に対する回答について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(決)昭51. 4.19
(施)昭51. 4.19

医務課

3686 20
伊東細谷事件（温泉掘削不許可処
分取消請求事件）６の６

温泉掘削さく不許可処分取消請求事件について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.11
(決)昭51. 3.16

医務課

3687 1 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反による告発について 昭和４７年度 (収)昭47. 4.12 清水保健所

3687 2 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者に対する罰金について 昭和４８年度 (収)昭48. 5. 2 浜松保健所

3687 3 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発処分について 昭和４７年度 (収)昭47. 5.20 沼津保健所

3687 4 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について（報告） 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 5 富士宮保健所

3687 5 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発処分について（報告） 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 6 富士保健所

3687 6 48司法処分関係綴
狂犬病予防法違反者に対する告発について（報
告）

昭和４７年度 (収)昭47. 6.23 浜松保健所

3687 7 48司法処分関係綴
へい獣処理場等等に関する法律違反に対する判決
について（報告）

昭和４７年度 (収)昭47. 7. 8 浜松保健所

3687 8 48司法処分関係綴 処分通知書（起訴）について（報告） 昭和４７年度 (収)昭47. 8. 7 浜松保健所

3687 9 48司法処分関係綴 処分通知書について（報告） 昭和４７年度 (収)昭47. 9. 6 浜松保健所

3687 10 48司法処分関係綴 告発処分について結果報告 昭和４７年度 (収)昭47. 9.14 沼津保健所

3687 11 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発処分について（報告） 昭和４７年度 (収)昭47.10.23 沼津保健所

3687 12 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反事件の告発について（報告） 昭和４７年度 (収)昭47.12.16 榛原保健所

3687 13 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和４７年度 (収)昭47.12. 9 沼津保健所

3687 14 48司法処分関係綴 処分通知書（起訴）について 昭和４７年度 (収)昭48. 1. 5 浜松保健所

3687 15 48司法処分関係綴
狂犬病予防法違反者に対する告発について（報
告）

昭和４７年度 (収)昭48. 1. 5 浜松保健所

3687 16 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和４７年度 (収)昭48. 1.13 富士宮保健所

3687 17 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発処分について（報告） 昭和４８年度 (収)昭48. 4. 2 富士保健所
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3687 18 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について（報告） 昭和４７年度 (収)昭48. 3. 5 富士保健所

3687 19 48司法処分関係綴 畜犬指導員の咬傷事故について 昭和４７年度 (起)昭48. 3. 1 食品衛生課

3687 20 48司法処分関係綴 処分通知書（起訴）について（報告） 昭和４８年度 (収)昭48. 4.16 浜松保健所

3687 21 48司法処分関係綴 処分通知書（起訴）について（報告） 昭和４８年度 (収)昭48. 4.23 浜松保健所

3687 22 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について（報告） 昭和４８年度 (収)昭48. 6. 5 掛川保健所

3687 23 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について（報告） 昭和４８年度 (収)昭48.10. 5 沼津保健所

3687 24 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反事件の告発について 昭和４８年度 (収)昭48.11.12 御殿場保健所

3687 25 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反事件の告発について 昭和４８年度 (収)昭49. 2. 4 御殿場保健所

3687 26 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反事件の告発について 昭和４８年度 (収)昭48.11.12 御殿場保健所

3687 27 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反による告発について 昭和４８年度 (収)昭48.12.14 藤枝保健所

3687 28 48司法処分関係綴
狂犬病予防法及び清水市飼い犬条例違反による告
発について

昭和４８年度 (収)昭49. 1.30 清水保健所

3687 29 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発処分について 昭和４９年度 (収)昭49. 5. 8 富士保健所

3687 30 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反による告発について 昭和４９年度 (収)昭49. 8.12 藤枝保健所

3687 31 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発処分について 昭和４９年度 (収)昭49. 8.29 富士保健所

3687 32 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 5 食品衛生課

3687 33 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５０年度 (起)昭50. 5.20 食品衛生課

3687 34 48司法処分関係綴 狂犬病予防法４条、５条違反の告発について 昭和５０年度 (起)昭50.12.24 食品衛生課

3687 35 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５０年度 (起)昭51. 2.23 食品衛生課

3687 36 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５１年度 (起)昭51. 4. 8 食品衛生課

3687 37 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.23 食品衛生課

3687 38 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 8 食品衛生課
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3687 39 48司法処分関係綴 咬傷犬による告発について（報告） 昭和５２年度 (収)昭52. 4.18 天竜保健所

3687 40 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反による告発について（報告） 昭和５２年度 (収)昭52. 4.19 藤枝保健所

3687 41 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５２年度 (収)昭52. 5. 4 清水保健所

3687 42 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５２年度 (収)昭52. 5. 9 清水保健所

3687 43 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反による告発について（報告） 昭和５２年度 (収)昭52. 5.24 藤枝保健所

3687 44 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について（報告） 昭和５２年度 (収)昭52. 7.28 藤枝保健所

3687 45 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について（報告） 昭和５２年度 (収)昭52.12.21 藤枝保健所

3687 46 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について（速報） 昭和５２年度 (収)昭52.12.20 藤枝保健所

3687 47 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５２年度 (収)昭52.12.28 磐田保健所

3687 48 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５２年度 (収)昭53. 3.14 藤枝保健所

3687 49 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について（速報） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.12 浜名保健所

3687 50 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について（速報） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.21 藤枝保健所

3687 51 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５３年度 (収)昭53. 6.23 沼津保健所

3687 52 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について 昭和５３年度 (収)昭53. 6.23 藤枝保健所

3687 53 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５３年度 (収)昭53. 7. 3 浜名保健所

3687 54 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について（速報） 昭和５３年度 (収)昭53. 8.31 藤枝保健所

3687 55 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発について 昭和５３年度 (収)昭53. 9.20 清水保健所

3687 56 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反者の告発処分について（報告） 昭和５３年度 (収)昭53. 9.27 富士宮保健所

3687 57 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について（速報） 昭和５３年度 (収)昭53.10.26 清水保健所

3687 58 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について 昭和５３年度 (収)昭53.10.11 榛原保健所

3687 59 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について（速報） 昭和５２年度 (収)昭53. 1.18 清水保健所
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3687 60 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反の告発について 昭和５３年度 (収)昭54. 1.13 清水保健所

3687 61 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反による告発について 昭和５３年度 (収)昭54. 1.13 清水保健所

3687 62 48司法処分関係綴 狂犬病予防法違反による告発について 昭和５３年度 (収)昭54. 1.18 清水保健所

3688 1 50家庭用薄葉紙構造改善関係 紙・パルプ工業の不況対策について（要望） 昭和５０年度 (起)昭50. 9.17 繊維雑貨課

3688 2 50家庭用薄葉紙構造改善関係
家庭用薄葉紙製造業の昭和50年度構造改善計画に
係る合同会議の議事録の送付について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.23
(施)昭50. 7.25

繊維雑貨課

3688 3 50家庭用薄葉紙構造改善関係
家庭用薄葉紙製造業の昭和50年度構造改善計画の
変更に係る承認申請書の提出について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.18
(決)昭50. 7.21
(施)昭50. 7.21

繊維雑貨課

3688 4 50家庭用薄葉紙構造改善関係
静岡県家庭用薄葉紙工業組合の構造改善計画に係
る合同会議（金融部会併催）の開催について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.11
(施)昭50. 7.14

繊維雑貨課

3689 1 49藍綬褒章関係 身分調書について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49.11.28
(決)昭49.11.28
(施)昭49.11.29

繊維雑貨課

3689 2 49藍綬褒章関係 功績調書 昭和４９年度 繊維雑貨課

3689 3 49藍綬褒章関係 功績調書 昭和４９年度 繊維雑貨課

3689 4 49藍綬褒章関係 部長祝詞について伺い 昭和４９年度 (起)昭49. 5.17 繊維雑貨課

3689 5 49藍綬褒章関係 功績調書 昭和４９年度 繊維雑貨課

3689 6 49藍綬褒章関係 身分証明について 昭和４８年度
(起)昭48.12.18
(決)昭48.12.19

繊維雑貨課

3690 1 50秋の叙勲（個人名） 昭和50年秋の勲章の伝達及び拝謁について 昭和５０年度 (収)昭50.10.22 中小企業庁

3690 2 50秋の叙勲（個人名）
昭和50年秋の叙勲候補者推せん調書の提出につい
て

昭和５０年度 (起)昭50. 6.14 繊維雑貨課

3690 3 50秋の叙勲（個人名）
昭和50年秋の叙勲候補者推せんについて（うかが
い）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.14 繊維雑貨課

3691 1 50勲５等瑞宝章（個人名） 祝辞について（伺い） 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 5 繊維雑貨課

3691 2 50勲５等瑞宝章（個人名） 功績調書 昭和５０年度 繊維雑貨課

3691 3 50勲５等瑞宝章（個人名） 身分調書について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50.12. 9
(施)昭50.12. 9

繊維雑貨課

3691 4 50勲５等瑞宝章（個人名） 叙勲候補者推薦書 昭和５０年度 静岡商工会議所

3692 1 49秋の叙勲（個人名）
叙位候補者推せんに伴う身分調書及び戸籍抄本の
交付について（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54.10.22
(決)昭54.10.22
(施)昭54.10.22

繊維雑貨課
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3692 2 49秋の叙勲（個人名） 昭和49年秋の叙勲候補者の調書の提出について 昭和４９年度 (施)昭49. 6.10 繊維雑貨課

3692 3 49秋の叙勲（個人名）
昭和49年秋の叙勲候補者の推せんについて（うか
がい）

昭和４９年度 (起)昭49. 5. 9 繊維雑貨課

3693 1 （個人名）褒章資料 功績調書 昭和４６年度 繊維雑貨課

3694 1 （個人名）褒章資料 秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４７年度 (起)昭47. 6.12 繊維雑貨課

3695 1 （個人名）褒章資料
昭和47年春の叙勲および中小企業関係褒章受章候
補者の具申について

昭和４６年度 (起)昭46.12.20 繊維雑貨課

3696 1 （個人名）褒章資料 功績調書 昭和４６年度 繊維雑貨課

3697 1 46知事表彰関係 昭和50年静岡県知事表彰の実施について 昭和５０年度 (収)昭50. 7. 3 秘書課

3697 2 46知事表彰関係 優良公設試験研究機関の職員表彰について 昭和４６年度 (収)昭46.11.11
浜松繊維工業試
験場

3697 3 46知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.13
(決)昭46. 8.13

繊維雑貨課

3697 4 46知事表彰関係
永年勤続（25年以上）職員の表彰について（内
申）

昭和４６年度
(起)昭46. 8.30
(決)昭46. 9. 1

繊維雑貨課

3697 5 46知事表彰関係
中小企業指導事業に関する優良受診企業等の表彰
に係る被表彰企業等の推せんについて

昭和４６年度 (起)昭46. 9.29 繊維雑貨課

3697 6 46知事表彰関係 斉藤奨励金受賞候補者の推せんについて（伺） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.25
(決)昭47. 2.28
(施)昭47. 2.28

繊維雑貨課

3697 7 46知事表彰関係 黄綬褒章の伝達について 昭和４４年度 (収)昭44.11.24 労政課

3697 8 46知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４６年度 (収)昭46. 8.10 人事課

3698 1 （個人名）褒章資料 功績調書 昭和４６年度 繊維雑貨課

3699 1 職員の表彰 優秀技能者の賞揚について 昭和４７年度 (収)昭48. 1. 9 職業訓練課

3699 2 職員の表彰 昭和47年秋の叙勲について（上申） 昭和４７年度

3699 3 職員の表彰 第26回中日文化賞候補者について（報告） 昭和４７年度 (起)昭48. 2.20 繊維雑貨課

3699 4 職員の表彰 第27回中日文化賞候補者の推せんについて 昭和４７年度 (起)昭48. 2.16 繊維雑貨課

3699 5 職員の表彰 報告（斉藤奨励金受賞候補者について） 昭和４７年度 (起)昭47.12.23 繊維雑貨課

3699 6 職員の表彰 斉藤奨励金受賞候補者の推薦について 昭和４７年度
(起)昭47.11.21
(施)昭47.11.23

繊維雑貨課
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3699 7 職員の表彰
中小企業指導事業に関する優良受診企業等の表彰
に係る被表彰企業等の推せんについて（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 9.22 繊維雑貨課

3699 8 職員の表彰 永年勤続職員表彰式の施行について 昭和４７年度 (起)昭47.10.11 繊維雑貨課

3699 9 職員の表彰
永年勤続（25年以上）職員被表彰者の決定につい
て

昭和４７年度 (起)昭47. 8. 3 繊維雑貨課

3699 10 職員の表彰 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.16
(施)昭47. 8.18

繊維雑貨課

3699 11 職員の表彰
永年勤続（25年以上）職員の表彰について（依
頼）

昭和４７年度
(起)昭47. 8. 7
(施)昭47. 8. 8

繊維雑貨課

3700 1 47科学技術黄綬 科学技術に関する国家褒章受章者の決定について 昭和４７年度 (収)昭47.11. 4 科学技術庁長官

3700 2 47科学技術黄綬 科学技術関係国家褒章について 昭和４７年度 (収)昭47.10.27
科学技術庁振興
局奨励課長

3700 3 47科学技術黄綬
黄綬褒章授与候補者の具申手続に要する関係書類
の提出について（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭47.10.13
(施)昭47.10.14

繊維雑貨課

3700 4 47科学技術黄綬
科学技術に関する黄褒章授与候補者の具申につい
て（伺）

昭和４７年度
(起)昭47. 3.29
(決)昭47. 4. 5

繊維雑貨課

3700 5 47科学技術黄綬
科学技術に関する黄綬褒章、紫綬褒章および藍綬
褒章授与候補者の推せん方依頼について

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 5
(決)昭47. 2. 8
(施)昭47. 2. 8

繊維雑貨課

3701 1 勲五等瑞宝章（個人名） （勲五等瑞宝章伝達通知） 昭和４８年度 中小企業庁

3702 1 黄綬褒章（個人名） 中小企業関係褒章受章者の決定について 昭和４８年度 (収)昭48. 4. 4 中小企業庁長官

3703 1 藍綬褒章（個人名） 中小企業関係褒章受章者の決定について 昭和４８年度 (収)昭48. 4. 4 中小企業庁長官

3704 1 春秋叙勲候補者数調 中小企業関係春秋叙勲候補者数の調査について 昭和４８年度 (収)昭49. 3.14 秘書課

3705 1 48秋勲五等瑞宝章 昭和48年秋の勲章伝達および賜謁について 昭和４８年度 (収)昭48.10.27 中小企業庁長官

3705 2 48秋勲五等瑞宝章 叙勲候補者の具申書類について 昭和４８年度 (起)昭48. 6.14 繊維雑貨課

3706 1 49知事表彰 知事表彰候補者推せんについて（うかがい） 昭和４９年度 (起)昭49. 8.17 繊維雑貨課

3707 1
テレビ静岡社会功労賞被表彰者
（個人名）

テレビ静岡社会功労賞被表彰者（団体・個人）推
せん書

昭和４９年度 繊維雑貨課

3708 1
49中小企業指導事業に関する優良
受診企業等の表彰

中小企業指導事業に関する優良受診企業等の表彰
に係る被表彰企業等の推薦について（提出）

昭和４９年度 (起)昭49.10.11 繊維雑貨課

3708 2
49中小企業指導事業に関する優良
受診企業等の表彰

中小企業指導事業に関する優良受診企業等の表彰
に係る被表彰企業等の推薦について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.26
(施)昭49. 9.26

繊維雑貨課
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3709 1 49春叙勲、藍綬、黄綬
49年春の藍綬黄綬褒章授与候補者の提出について
（うかがい）

昭和４８年度 (起)昭48.12.10 繊維雑貨課

3710 1 従六位勲五等瑞宝章（個人名） 叙位叙勲の上申について 昭和５０年度 (起)昭50.12.15 繊維雑貨課

3711 1 50春の叙勲賜杯候補者 叙勲内示について 昭和５０年度 (収)昭50. 4. 9 秘書課

3711 2 50春の叙勲賜杯候補者
昭和50年春の叙勲候補者の具申書の提出について
（うかがい）

昭和４９年度 (起)昭49.12.10 繊維雑貨課

3711 3 50春の叙勲賜杯候補者
中小企業関係叙勲候補者の推せんについて（うか
がい）

昭和４９年度 (施)昭49.11. 7 繊維雑貨課

3712 1 50知事表彰 知事表彰 昭和５０年度 秘書課

3713 1 50春の褒章候補者
中小企業関係褒章候補者の推せんについて（うか
がい）

昭和４９年度 (起)昭49.11. 7 繊維雑貨課

3714 1 優良中小企業指導事業担当者表彰
中小企業指導事業に関する優良受診企業等の表彰
に係る被表彰企業等の推せんについて

昭和５０年度 (収)昭50.11.13
浜松繊維工業試
験場長

3714 2 優良中小企業指導事業担当者表彰
中小企業指導事業に関する優良受診企業等の表彰
要領に基づく昭和50年度優良中小企業指導事業担
当者の推せんについて

昭和５０年度
(起)昭50.10.28
(施)昭50.10.28

繊維雑貨課

3715 1 故（個人名）氏 特別表彰候補者功績調書 昭和５０年度 繊維雑貨課

3716 1 50知事表彰（個人名） 調査票（知事表彰　（個人名）） 昭和５０年度 繊維雑貨課

3716 2 50知事表彰（個人名） 調査票（知事表彰　（個人名）） 昭和５０年度 繊維雑貨課

3716 3 50知事表彰（個人名） 調査票（知事表彰　（個人名）） 昭和５０年度 繊維雑貨課

3717 1 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査（確定測量含）工程検査復命書 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 1 農地企画課

3717 2 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査（確定測量含）工程検査復命書 昭和５４年度 (起)昭54. 7.12 農地企画課

3717 3 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査（確定測量含）工程検査復命書 昭和５４年度 (起)昭54. 4.13 農地企画課

3717 4 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和５３年度 (起)昭53. 8.19 農地企画課

3717 5 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和５３年度 (起)昭53. 6.28 農地企画課

3717 6 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和５２年度 (起)昭52. 9. 9 農地企画課

3717 7 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 2 農地企画課
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3717 8 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和５０年度 (起)昭51. 3.10 農地企画課

3717 9 浜岡町地籍調査工程検査復命書
電磁波測距儀による地積図根三角測量の実施につ
いて

昭和５０年度 (収)昭51. 3. 1 浜岡町

3717 10 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和５０年度 (起)昭50. 4.18 農地企画課

3717 11 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４９年度 (起)昭50. 1.20 農地企画課

3717 12 浜岡町地籍調査工程検査復命書
電磁波測距儀による地積図根三角測量の実施につ
いて

昭和４９年度 (収)昭49.12.25
不二測量株式会
社

3717 13 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４８年度 (起)昭49. 1.28 農地企画課

3717 14 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４８年度 (起)昭48.11.20 農地企画課

3717 15 浜岡町地籍調査工程検査復命書
光波測距儀による地積図根三角測量の実施につい
て（報告）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.21
(決)昭47. 9.21
(施)昭47. 9.22

県営企画課

3717 16 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４７年度 (起)昭47.12. 2 県営企画課

3717 17 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４７年度 (起)昭47. 9.21 県営企画課

3717 18 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４６年度 (起)昭47. 1.14 県営企画課

3717 19 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４６年度 (起)昭46.11.13 県営企画課

3717 20 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４６年度 (起)昭46. 9.16 県営企画課

3717 21 浜岡町地籍調査工程検査復命書 国土調査工程検査復命書 昭和４６年度 (起)昭46. 9.16 県営企画課

3718 1
50県有土地改良財産管理処分台帳　
No.１

県有土地改良財産管理処分台帳 昭和５０年度 農地計画課

3719 1
50県有土地改良財産管理処分台帳　
No.２

県有土地改良財産管理処分台帳 昭和５０年度 農地計画課

3720 1 土地改良施設管理状況調 土地改良施設管理状況について 昭和４９年度 (収)昭49. 8.23
沼津土地改良事
務所

3720 2 土地改良施設管理状況調 土地改良施設管理状況調べについて（回答） 昭和４９年度 (収)昭49. 7.24
清水土地改良事
務所

3720 3 土地改良施設管理状況調 土地改良施設管理状況調べについて 昭和４９年度 (収)昭49. 8.26
島田土地改良事
務所

3720 4 土地改良施設管理状況調 土地改良施設管理状況調べについて 昭和４９年度 (収)昭49. 8.26
磐田土地改良事
務所

3720 5 土地改良施設管理状況調 土地改良施設管理状況調べについて（提出） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.26
浜松土地改良事
務所
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3721 1
農林省財産の地区編入（県圃三方
原）

国営三方原地区の土地改良財産（水路敷地）の地
区編入承認について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.26
(決)昭51. 6. 1
(施)昭51. 6. 1

農地企画課

3721 2
農林省財産の地区編入（県圃三方
原）

国営三方原地区の土地改良財産（水路敷地）の地
区編入承認について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.14
(決)昭51. 1.19
(施)昭51. 1.19

農地企画課

3721 3
農林省財産の地区編入（県圃三方
原）

国有水路敷地の地区編入について（進達） 昭和５０年度
(起)昭50.12. 8
(決)昭50.12. 9
(施)昭50.12. 9

農地企画課

3721 4
農林省財産の地区編入（県圃三方
原）

農林省所有道水路敷地の地区編入について（進
達）

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 5
(決)昭50. 7. 7
(施)昭50. 7. 7

農地企画課

3722 1 三方原用水管理委員会綴 国営三方原用水施設管理費地元負担金について 昭和４８年度 農地企画課

3722 2 三方原用水管理委員会綴
三方原用水管理委員会幹事会開催について（依
頼）

昭和４８年度 (収)昭48.11.13
三方原用水管理
委員会

3722 3 三方原用水管理委員会綴 国営三方原用水施設管理費の支出について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.15
(施)昭48. 5. 9

農地企画課

3722 4 三方原用水管理委員会綴 復命書（三方原用水管理委員会幹事会） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.20 農地管理課

3722 5 三方原用水管理委員会綴
三方原用水管理委員会幹事会開催について（依
頼）

昭和４８年度 (収)昭48. 7. 5
三方原用水管理
委員会

3722 6 三方原用水管理委員会綴 復命書（三方原用水管理委員会定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.20 農地管理課

3722 7 三方原用水管理委員会綴
三方原用水管理委員会定例会開催について（依
頼）

昭和４８年度 (収)昭48. 7. 5
三方原用水管理
委員会

3722 8 三方原用水管理委員会綴 三方原用水管理委員会幹事の変更について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.13
(決)昭48. 6.16
(施)昭48. 6.16

農地管理課

3722 9 三方原用水管理委員会綴
三方原用水管理委員会定例会開催について（依
頼）

昭和４７年度 (収)昭48. 1.22
三方原用水管理
委員会

3722 10 三方原用水管理委員会綴 国営三方原用水施設管理費の支出について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.10
(施)昭47. 5.19

農地企画課

3722 11 三方原用水管理委員会綴
三方原用水管理委員会幹事会開催について（依
頼）

昭和４７年度 (収)昭47.11. 2
三方原用水管理
委員会

3722 12 三方原用水管理委員会綴
三方原用水管理委員会定例会開催について（依
頼）

昭和４７年度 (収)昭47. 6. 9
三方原用水管理
委員会

3723 1 三方原用水管理委員会関係綴 復命書（三方原用水管理委員会幹事会） 昭和４９年度 (起)昭50. 1.23 農地管理課

3723 2 三方原用水管理委員会関係綴 三方原用水施設管理費負担金の支出について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(施)昭50. 3.31

農地管理課

3723 3 三方原用水管理委員会関係綴 三方原用水管理委員会幹事会開催について 昭和４９年度 (収)昭50. 1.18
三方原用水管理
委員会

3723 4 三方原用水管理委員会関係綴 復命書（三方原用水管理委員会並びに同幹事会） 昭和４９年度 (起)昭49.11.22 農地管理課

3723 5 三方原用水管理委員会関係綴 三方原用水施設管理費負担金の支出について 昭和４９年度
(起)昭49.10.24
(施)昭49.11. 6

農地管理課
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3723 6 三方原用水管理委員会関係綴 国営三方原用水施設管理費の支出について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.11
(施)昭49. 4.20

農地管理課

3723 7 三方原用水管理委員会関係綴 復命書（三方原用水管理委員会） 昭和４９年度 (起)昭49. 8.16 農地管理課

3723 8 三方原用水管理委員会関係綴 復命書（三方原用水管理委員会幹事会） 昭和４９年度 (起)昭49. 7.30 農地管理課

3724 1 豊川用水管理委員会綴 豊川用水施設管理費負担金について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.16
(施)昭48. 8.31

農地管理課

3724 2 豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水施設管理費予算案等について） 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 7 農地管理課

3724 3 豊川用水管理委員会綴 豊川用水節水対策協議会について 昭和４８年度 (収)昭48. 9. 8 水資源開発公団

3724 4 豊川用水管理委員会綴 豊川用水特別勘定施設管理費の決算について 昭和４８年度 (収)昭48. 8.10 水資源開発公団

3724 5 豊川用水管理委員会綴 渇水対策会議結果（豊川用水） 昭和４８年度

3724 6 豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水管理委員会配水部会） 昭和４８年度 (起)昭48. 7. 6 農地管理課

3724 7 豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水管理委員会管理部会） 昭和４８年度 (起)昭48. 7. 6 農地管理課

3724 8 豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水管理委員会幹事会） 昭和４８年度 (起)昭48. 6.26 団体営事業課

3724 9 豊川用水管理委員会綴 豊川用水管理委員会管理専門部会の開催について 昭和４８年度 (収)昭48. 6.22
豊川用水管理委
員会

3724 10 豊川用水管理委員会綴 豊川用水管理委員会配水専門部会の開催について 昭和４８年度 (収)昭48. 6.22
豊川用水管理委
員会

3724 11 豊川用水管理委員会綴
豊川用水管理委員会専門部会の開催について（依
頼）

昭和４８年度 (起)昭48. 6.25 農地管理課

3724 12 豊川用水管理委員会綴 豊川用水管理委員会幹事の委嘱について 昭和４８年度 (収)昭48. 5.14
豊川用水管理委
員会

3724 13 豊川用水管理委員会綴 豊川用水施設管理費負担金について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.15
(施)昭47. 8.31

県営企画課

3724 14 豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水管理委員会幹事会） 昭和４７年度 (起)昭48. 2. 2 県営事業課

3724 15 豊川用水管理委員会綴 豊川用水施設管理費予算（案）等について 昭和４７年度 (収)昭48. 2. 2 水資源開発公団

3724 16 豊川用水管理委員会綴 豊川用水施設管理費の決算について 昭和４７年度 (収)昭47. 8.11 水資源開発公団

3724 17 豊川用水管理委員会綴 豊川用水管理委員会の開催について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.26
豊川用水管理委
員会

3724 18 豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水管理委員会専門部会） 昭和４７年度 (起)昭47. 6.29 県営事業課
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3724 19 豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水管理委員会幹事会） 昭和４７年度 (起)昭47. 6.23 県営事業課

3725 1
静岡県気象月報（昭49.１～
51.12）

静岡県気象月報（昭和48年６月11日、昭和49年１
月～51年12月）

昭和４８年度
～

昭和５１年度
静岡地方気象台

3725 2
静岡県気象月報（昭49.１～
51.12）

昭和49年７月７日～８日台風第８号及び梅雨前線
による大雨に関する異常気象速報

昭和４９年度 静岡地方気象台

3726 1
静岡県気象月報（昭46.１～47.
８）

静岡県気象月報（昭和46年１月～47年８月）
昭和４５年度

～
昭和４７年度

日本気象協会

3726 2
静岡県気象月報（昭46.１～47.
８）

昭和46年８月29日九州南部に上陸した台風23号に
よる異常気象速報

昭和４６年度 静岡地方気象台

3726 3
静岡県気象月報（昭46.１～47.
８）

異常気象調査報告－昭和46年８月29日九州南部に
上陸した台風23号－

昭和４６年度 東京管区気象台

3727 1
静岡県農業気象月報（昭49.７～
50.12）

静岡県気象月報（昭和53年３月） 昭和５２年度 日本気象協会

3727 2
静岡県農業気象月報（昭49.７～
50.12）

静岡県農業気象月報（昭和49年７月～50年12月） 昭和４９年度 農業技術課

3728 1 みかん暴落対策資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 5
(決)昭50. 4.11
(施)昭50. 4.11

農政課

3728 2 みかん暴落対策資金関係綴 みかん暴落対策資金利子補給契約の締結について 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 8
(決)昭49. 5. 9
(施)昭49. 5. 9

金融流通課

3728 3 みかん暴落対策資金関係綴
みかん暴落対策資金融通助成費の利子補給対象融
資枠の拡大について（方針伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 3
(決)昭49. 4.10

金融流通課

3728 4 みかん暴落対策資金関係綴 みかん暴落対策資金利子補給要綱の制定について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.  
(決)昭49. 4.30
(施)昭49. 4.30

金融流通課

3728 5 みかん暴落対策資金関係綴
みかん暴落対策資金利子補給要綱の制定について
（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 1
(決)昭49. 4.22

金融流通課

3728 6 みかん暴落対策資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4.16
(施)昭49. 4.16

金融流通課

3728 7 みかん暴落対策資金関係綴
昭和47年産うんしゅうみかんの価格暴落による所
得低減農業者に対する既貸付金の条件緩和の実施
状況調査について

昭和４６年度 (起)昭47. 3. 7 金融流通課

3728 8 みかん暴落対策資金関係綴 補助金の交付について（確定） 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.12

金融流通課

3728 9 みかん暴落対策資金関係綴
みかん暴落対策資金利子補給契約の締結について
（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.22
(決)昭48. 3.24
(施)昭48. 3.26

金融流通課

3728 10 みかん暴落対策資金関係綴 みかん暴落対策資金利子補給要綱の制定について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.22
(施)昭48. 3.26

金融流通課

3728 11 みかん暴落対策資金関係綴
みかん暴落対策資金利子補給要綱の制定について
（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.  
(決)昭48. 3.26

金融流通課

3728 12 みかん暴落対策資金関係綴
昭和47年産うんしゅうみかんの価格暴落による所
得低減農業者に対する既貸付金の条件緩和の依頼
について

昭和４７年度
(起)昭48. 1.20
(決)昭48. 1.23
(施)昭48. 1.26

金融流通課
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3729 1
うんしゅうみかん再生産資金関係
綴

うんしゅうみかん再生産資金利子負担軽減事業の
特別基金の清算及び返還について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 3
(決)昭49. 4. 3
(施)昭49. 4. 3

金融流通課

3729 2
うんしゅうみかん再生産資金関係
綴

うんしゅうみかん再生産資金利子負担軽減事業費
補助金の概算払請求書

昭和４７年度 (起)昭48. 3.22 金融流通課

3729 3
うんしゅうみかん再生産資金関係
綴

うんしゅうみかん再生産資金利子負担軽減事業実
績報告について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.30
(決)昭48. 7.31
(施)昭48. 7.31

金融流通課

3729 4
うんしゅうみかん再生産資金関係
綴

うんしゅうみかん再生産資金利子負担軽減事業実
施状況報告について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.19
(決)昭48. 5.21

金融流通課

3729 5
うんしゅうみかん再生産資金関係
綴

うんしゅうみかん再生産資金利子負担軽減事業費
補助金の交付申請について（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.19
(施)昭48. 3.20

金融流通課

3729 6
うんしゅうみかん再生産資金関係
綴

うんしゅうみかん再生産資金利子負担軽減事業費
補助金交付要綱の制定について（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.  
(施)昭48. 3.26

金融流通課

3729 7
うんしゅうみかん再生産資金関係
綴

うんしゅうみかん再生産資金利子負担軽減事業費
補助金の内示について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.  
(決)昭48. 3.22
(施)昭48. 3.22

金融流通課

3729 8
うんしゅうみかん再生産資金関係
綴

うんしゅうみかん再生産資金の貸付について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.15
(決)昭48. 3.16
(施)昭48. 3.16

金融流通課

3730 1
開拓農業協同組合合併認可綴（中
部開拓農業協同組合）

開拓農業協同組合の合併認可について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.23
(施)昭47. 3.23

団体検査課

3730 2
開拓農業協同組合合併認可綴（中
部開拓農業協同組合）

農業協同組合の定款変更認可について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.23
(施)昭47. 3.23

団体検査課

3731 1
開拓農業協同組合合併認可綴（西
部開拓農業協同組合）

開拓農業協同組合の合併認可について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 4.25
(決)昭47. 5. 2
(施)昭47. 5. 4

団体検査課

3731 2
開拓農業協同組合合併認可綴（西
部開拓農業協同組合）

農業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.26
(決)昭47. 4.28
(施)昭47. 5. 4

団体検査課

3732 1 静岡県家畜市場登録関係綴
家畜市場登録事項の変更に伴う登録証の書換交付
について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.11.26
(決)昭54.11.26
(施)昭54.11.26

畜産課

3732 2 静岡県家畜市場登録関係綴
家畜市場登録事項の変更に伴う登録証の書換交付
について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.15
(決)昭53. 8.18
(施)昭53. 8.18

畜産課

3732 3 静岡県家畜市場登録関係綴
家畜市場登録事項の変更に伴う登録証の書換交付
について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.23
(決)昭50. 8.12
(施)昭50. 8.12

畜産課

3732 4 静岡県家畜市場登録関係綴
家畜市場登録事項の変更に伴う登録証の書換交付
について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.28
(決)昭50. 7. 1
(施)昭50. 7. 1

畜産課

3732 5 静岡県家畜市場登録関係綴 家畜市場登録証の書換交付について（うかがい） 昭和５０年度
(起)昭50. 4.15
(決)昭50. 4.17
(施)昭50. 4.21

畜産課

3733 1 全国液卵公社出資関係綴 議決権の委任について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.26
(決)昭51. 6.26
(施)昭51. 6.26

畜産課

3733 2 全国液卵公社出資関係綴 第４回定時株主総会招集ご通知 昭和５０年度 (収)昭50. 5.13 全国液卵公社

3733 3 全国液卵公社出資関係綴
株式会社全国液卵公社に対する出資について（49
年度２次）

昭和４９年度 (収)昭49. 9. 6 農林省畜産局

3733 4 全国液卵公社出資関係綴 株式会社全国液卵公社に対する出資について 昭和４８年度 (収)昭49. 2.12 農林省畜産局

322 ページ



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

3733 5 全国液卵公社出資関係綴 鶏卵買入れ状況について（６月16日～７月15日） 昭和４９年度 (収)昭49. 7.27 全国液卵公社

3733 6 全国液卵公社出資関係綴 追加出資の御依頼について 昭和４９年度 (収)昭49.10.30 全国液卵公社

3733 7 全国液卵公社出資関係綴
株式会社全国液卵公社の出資説明資料の送付につ
いて

昭和４９年度 (収)昭49. 7. 6
農林省畜産局鶏
卵課

3733 8 全国液卵公社出資関係綴
鶏卵買入れ状況について（５月１日～６月15日
分）

昭和４９年度 (収)昭49. 6.19 全国液卵公社

3733 9 全国液卵公社出資関係綴 第３回定時株主総会決議通知 昭和４９年度 (収)昭49. 5.22 全国液卵公社

3733 10 全国液卵公社出資関係綴 鶏卵買入れ状況について（４月分） 昭和４９年度 (収)昭49. 5. 7 全国液卵公社

3733 11 全国液卵公社出資関係綴 凍結全卵の販売結果について 昭和４８年度 (収)昭48.12.21 全国液卵公社

3733 12 全国液卵公社出資関係綴 鶏卵の買入れ状況について（６月分） 昭和４８年度 (収)昭48. 7. 6 全国液卵公社

3733 13 全国液卵公社出資関係綴 鶏卵買入れ状況について（５月分） 昭和４８年度 (収)昭48. 6.12 全国液卵公社

3733 14 全国液卵公社出資関係綴 第２期定時株主総会決議通知 昭和４８年度 (収)昭48. 5.29 全国液卵公社

3733 15 全国液卵公社出資関係綴 復命書（第２期定時株主総会） 昭和４８年度 畜産課

3733 16 全国液卵公社出資関係綴 当公社の鶏卵の買入れ実施について 昭和４８年度 (収)昭48. 5.15 全国液卵公社

3733 17 全国液卵公社出資関係綴
第三者割当による新株式発行に関する取締役会決
議の通知について

昭和４６年度 (収)昭46.11.17 全国液卵公社

3733 18 全国液卵公社出資関係綴
第三者割当による新株式発行に関する取締役会決
議の通知について

昭和４６年度 (収)昭46.10.27 全国液卵公社

3733 19 全国液卵公社出資関係綴
株式会社全国液卵公社創立総会の開係に伴う同意
書および委任状の提出について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.19
(決)昭46. 6.22
(施)昭46. 6.22

畜産課

3733 20 全国液卵公社出資関係綴 凍結液卵保管会社出資金の支出について 昭和４６年度
(起)昭46. 5. 6
(決)昭46. 6. 3
(施)昭46. 6.15

畜産課

3733 21 全国液卵公社出資関係綴
株式会社全国液卵公社（仮称）設立発起人の引受
について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 4. 8 畜産課

3733 22 全国液卵公社出資関係綴
株式会社全国液卵公社取締役候補者の推せんにつ
いて

昭和４６年度 (起)昭46. 5. 6 畜産課

3733 23 全国液卵公社出資関係綴 株式会社全国液卵公社出資について 昭和４６年度 畜産課

3733 24 全国液卵公社出資関係綴 凍結液卵保管事業に係る出資について（供覧） 昭和４５年度 (起)昭46. 1.19 畜産課

3734 1 日本食肉格付協会出資関係綴 当協会に対する出資並びに予算化の状況について 昭和５１年度 (収)昭51. 9.27
日本食肉格付協
会
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3734 2 日本食肉格付協会出資関係綴 当協会に対する出資並びに予算化の状況について 昭和５１年度 (収)昭52. 1.11
日本食肉格付協
会

3734 3 日本食肉格付協会出資関係綴 出資金の増資方要請について 昭和５１年度 (収)昭51. 7.23
日本食肉格付協
会

3734 4 日本食肉格付協会出資関係綴
社団法人日本食肉格付協会出資証券の受領につい
て

昭和５１年度
(起)昭51.12. 4
(決)昭51.12. 8

畜産課

3734 5 日本食肉格付協会出資関係綴
社団法人日本食肉格付協会に対する出資金の支払
いについて

昭和５１年度
(起)昭51.11.17
(決)昭51.11.30

畜産課

3734 6 日本食肉格付協会出資関係綴
社団法人日本食肉格付協会に対する出資金の増資
申込書の提出について

昭和５１年度
(起)昭51.11. 1
(決)昭51.11. 4
(施)昭51.11. 4

畜産課

3734 7 日本食肉格付協会出資関係綴
社団法人日本食肉格付協会に対する出資金の支払
いについて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.23
(決)昭51. 3.25
(施)昭51. 3.25

畜産課

3734 8 日本食肉格付協会出資関係綴
社団法人日本食肉格付協会に対する会員加入及び
出資申込書の提出について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.23
(決)昭51. 3.23
(施)昭51. 3.23

畜産課

3734 9 日本食肉格付協会出資関係綴 食肉格付協会に対する出資の依頼について 昭和４９年度 (収)昭50. 2.14
日本食肉格付協
会

3734 10 日本食肉格付協会出資関係綴 新食肉格付機関の設立に係る出資要請について 昭和４９年度 (収)昭49.11.25 農林省畜産局

3734 11 日本食肉格付協会出資関係綴
社団法人日本食肉格付協会に対する会員加入及び
出資申込書の提出について

昭和５０年度 (収)昭50.10.13
農林省畜産局食
肉鶏卵課

3734 12 日本食肉格付協会出資関係綴
社団法人日本食肉格付協会設立発起人会ならびに
設立総会の開催について

昭和４９年度 (収)昭50. 1.17
日本食肉格付協
会設立世話人(日
本食肉協議会)

3735 1
森林測量事業（天竜市・森町・春
野町・豊岡村）

森林測量事業（天竜市森町春野町豊岡村）　対空
標識見取図

昭和４６年度
東洋航空株式会
社

3735 2
森林測量事業（天竜市・森町・春
野町・豊岡村）

森林測量事業（天竜市森町春野町豊岡村）　偏心
要素測定紙

昭和４６年度
東洋航空株式会
社

3736 1
解析空中三角測量簿（掛川市他２
市２町地区その１）

解析空中三角測量簿（掛川市他２市２町その１） 昭和４７年度
アジア航測株式
会社

3737 1
解析空中三角測量簿（掛川市他２
市２町地区その２）

解析空中三角測量簿（掛川市他２市２町その２） 昭和４７年度
アジア航測株式
会社

3738 1
解析空中三角測量簿（静岡県引佐
町・浜松市・浜北市地区）

解析空中三角測量簿（静岡県引佐町浜松市浜北市
地区）

昭和４７年度
アジア航測株式
会社

3739 1
解析空中三角測量簿（静岡県水窪
町地区）

解析空中三角測量簿（静岡県水窪町地区） 昭和４７年度
アジア航測株式
会社

3740 1
解析空中三角測量簿（静岡県静岡
市他１市１町地区その１）

解析空中三角測量簿（静岡県静岡市他１市１町地
区その１）

昭和４８年度
アジア航測株式
会社

3741 1
解析空中三角測量簿（静岡県静岡
市他１市１町地区その２）

解析空中三角測量簿（静岡県静岡市他１市１町地
区その２）

昭和４８年度
アジア航測株式
会社

3742 1
解析空中三角測量簿（静岡県静岡
市他１市１町地区その３）

解析空中三角測量簿（静岡県静岡市他１市１町地
区その３）

昭和４８年度
アジア航測株式
会社
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3743 1
50富士・伊豆地区空中三角測量成
果表（その１）

50富士・伊豆地区空中三角測量成果表（その１） 昭和５０年度
国際航業株式会
社

3744 1
50富士・伊豆地区空中三角測量成
果表（その２）

50富士・伊豆地区空中三角測量成果表（その２） 昭和５０年度
国際航業株式会
社

3745 1
51富士・伊豆地区空中三角測量成
果表

51富士・伊豆地区空中三角測量成果表 昭和５１年度
国際航業株式会
社

3746 1
50富士・伊豆地区空中三角測量精
度表

50富士・伊豆地区空中三角測量精度表 昭和５０年度
国際航業株式会
社

3747 1
51富士・伊豆地区空中三角測量精
度表

51富士・伊豆地区空中三角測量精度表 昭和５１年度
国際航業株式会
社

3748 1
50富士・伊豆地区空中三角測量計
算簿（その１）

50富士・伊豆地区空中三角測量計算簿（その１） 昭和５０年度
国際航業株式会
社

3749 1
50富士・伊豆地区空中三角測量計
算簿（その２）

50富士・伊豆地区空中三角測量計算簿（その２） 昭和５０年度
国際航業株式会
社

3750 1
51富士・伊豆地区空中三角測量計
算簿

51富士・伊豆地区空中三角測量計算簿 昭和５１年度
国際航業株式会
社

3751 1
50富士・伊豆地区空中三角測量観
測簿

50富士・伊豆地区空中三角測量観測簿 昭和５０年度
国際航業株式会
社

3752 1
51富士・伊豆地区空中三角測量観
測簿

51富士・伊豆地区空中三角測量観測簿 昭和５１年度
国際航業株式会
社

3753 1 50富士・伊豆地区基準点見取図 50富士・伊豆地区基準点見取図 昭和５０年度
国際航業株式会
社

3754 1 51富士・伊豆地区基準点見取図 51富士・伊豆地区基準点見取図 昭和５１年度
国際航業株式会
社

3755 1
46森林測量事業天竜市他地区空中
三角測量観測簿

46森林測量事業天竜市他地区空中三角測量観測簿 昭和４６年度
東洋航空事業株
式会社

3756 1
46森林測量事業天竜市他地区空中
三角測量計算簿（その１）

46森林測量事業天竜市他地区空中三角測量計算簿
（その１）

昭和４６年度
東洋航空事業株
式会社

3757 1
46森林測量事業天竜市他地区空中
三角測量計算簿（その２）

46森林測量事業天竜市他地区空中三角測量計算簿
（その２）

昭和４６年度
東洋航空事業株
式会社

3758 1
46森林測量事業天竜市他地区空中
三角測量精度表

46森林測量事業天竜市他地区空中三角測量精度表 昭和４６年度
東洋航空事業株
式会社

3759 1
46森林測量事業天竜市他地区空中
三角測量成果表

46森林測量事業天竜市他地区空中三角測量成果表 昭和４６年度
東洋航空事業株
式会社

3760 1 49富士地区基準点刺針明細簿 49富士地区基準点刺針明細簿 昭和４９年度
東洋航空事業株
式会社

3761 1 49富士地区空中三角測量精度表 49富士地区空中三角測量精度表 昭和４９年度
東洋航空事業株
式会社

3762 1
佐久間・水窪地区解析空中三角測
量基準点一覧表精度表

佐久間・水窪地区解析空中三角測量基準点一覧表
精度表

昭和４９年度 林業指導課

3763 1 49富士地区空中三角測量計算簿 49富士地区空中三角測量計算簿 昭和４９年度
東洋航空事業株
式会社
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3764 1
佐久間・水窪地区解析空中三角測
量計算簿

佐久間・水窪地区解析空中三角測量計算簿 昭和４９年度 林業指導課

3765 1 49富士地区空中三角測量観測簿 49富士地区空中三角測量観測簿 昭和４９年度
東洋航空事業株
式会社

3766 1
佐久間・水窪地区解析空中三角測
量観測簿

佐久間・水窪地区解析空中三角測量観測簿 昭和４９年度 林業指導課

3767 1
49富士地区基準点成果表・空中三
角測量成果表

49富士地区基準点成果表・空中三角測量成果表 昭和４９年度
東洋航空事業株
式会社

3768 1
佐久間・水窪地区解析空中三角測
量成果表

佐久間・水窪地区解析空中三角測量成果表 昭和４９年度 林業指導課

3769 1 46林道事業実態調書及び位置図 46林道事業実態調書及び位置図 昭和４６年度 治山課

3770 1 47林道事業実態調書及び位置図 47林道事業実態調書及び位置図 昭和４７年度 治山課

3771 1 48林道事業実態調書及び位置図 48林道事業実態調書及び位置図 昭和４８年度 治山課

3772 1 民有林林道事業実態調べ 民有林林道事業実態調べについて 昭和４９年度
(起)昭49. 5.  
(決)昭49. 5.  
(施)昭49. 5.20

治山課

3772 2 民有林林道事業実態調べ
昭和48年度民有林林道事業実態調べについて（回
答）

昭和４９年度 (収)昭49. 5.16 静岡林業事務所

3772 3 民有林林道事業実態調べ
昭和48年度民有林林道事業実態調べについて（回
答）

昭和４９年度 (収)昭49. 5.15 金谷林業事務所

3772 4 民有林林道事業実態調べ
昭和48年度民有林林道事業実態調べについて（回
答）

昭和４９年度 (収)昭49. 5.15 天竜林業事務所

3772 5 民有林林道事業実態調べ
昭和48年度民有林林道事業実態調べについて（回
答）

昭和４９年度 (収)昭49. 5.15 下田林業事務所

3772 6 民有林林道事業実態調べ
昭和48年度民有林林道事業実態調べについて（回
答）

昭和４９年度 (収)昭49. 5. 9 沼津林業事務所

3773 1
保安林解除自然公園関係綴（御前
崎・遠州灘県立自然公園）

富士箱根伊豆国立公園（箱根団地）公園区域及び
公園計画等について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.16
(決)昭50. 1.17
(施)昭50. 1.17

林政課

3773 2
保安林解除自然公園関係綴（御前
崎・遠州灘県立自然公園）

御前崎県立公園の名称変更及び公園区域の拡張に
ついて

昭和４９年度 (起)昭50. 3.22 林政課

3774 1
県立自然公園協議（浜名湖、御前
崎指定協議）

御前崎遠州灘県立自然公園の公園区域及び公園計
画の再検討県案の説明会の開催について（通知）

昭和５４年度 (収)昭54.12.15 自然保護課

3774 2
県立自然公園協議（浜名湖、御前
崎指定協議）

御前崎遠州灘県立自然公園の公園区域及び公園計
画の再検討について（回答）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.19
(決)昭55. 1.22
(施)昭55. 1.22

治山課

3774 3
県立自然公園協議（浜名湖、御前
崎指定協議）

御前崎県立自然公園及び浜名湖県立自然公園の追
加指定について（協議）

昭和４８年度
(起)昭49. 2.19
(決)昭49. 3.16
(施)昭49. 3.18

治山課

3774 4
県立自然公園協議（浜名湖、御前
崎指定協議）

県立自然公園の計画変更について（復命） 昭和４９年度 治山課

3775 1 県営林創設70周年記念式典関係綴 県営林創設70周年記念誌について 昭和４９年度 (起)昭49.11.21 森林保護課
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3775 2 県営林創設70周年記念式典関係綴 県営林創設70周年記念式典記念講演礼状について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 1
(施)昭49.11. 5

森林保護課

3775 3 県営林創設70周年記念式典関係綴 「静岡の県営林」発刊について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49. 8.19 森林保護課

3775 4 県営林創設70周年記念式典関係綴 懇談会の開催について 昭和４９年度
(決)昭49.10.17
(施)昭49.11. 1

森林保護課

3775 5 県営林創設70周年記念式典関係綴
県営林創設70周年記念式典に出席できなかった被
表彰者への記念品送付について

昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.22

森林保護課

3775 6 県営林創設70周年記念式典関係綴 視察について 昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.24
(施)昭49.10.24

森林保護課

3775 7 県営林創設70周年記念式典関係綴 口坂本県営林生産素材の一部県使用について 昭和４９年度
(起)昭49.10. 2
(決)昭49.10. 5
(施)昭49.10. 5

森林保護課

3775 8 県営林創設70周年記念式典関係綴
県営林創設70周年記念式典における挨拶、報告に
ついて

昭和４９年度 (起)昭49. 9.26 森林保護課

3775 9 県営林創設70周年記念式典関係綴 県営林創設70周年記念特別講演講師依頼について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.18
(決)昭49. 6.24
(施)昭49. 6.24

森林保護課

3775 10 県営林創設70周年記念式典関係綴
口坂本県営林生産素材の一部県使用について（報
告）

昭和４９年度 静岡林業事務所

3775 11 県営林創設70周年記念式典関係綴 ほう章の授与について 昭和４９年度 (起)昭49. 8. 2 森林保護課

3775 12 県営林創設70周年記念式典関係綴 県営林創設70周年記念号投稿依頼について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.19
(決)昭49. 8.20
(施)昭49. 8.21

森林保護課

3775 13 県営林創設70周年記念式典関係綴
県営林創設70周年記念式典の開催について（伺
い）

昭和４９年度 (起)昭49. 7.25 森林保護課

3775 14 県営林創設70周年記念式典関係綴
県営林創設70周年記念式典における表彰者、団体
の決定について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49. 7.22 森林保護課

3775 15 県営林創設70周年記念式典関係綴
口坂本県営林生産素材の一部県使用について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7.16
(決)昭49. 7.23
(施)昭49. 7.23

森林保護課

3775 16 県営林創設70周年記念式典関係綴
県営林創設70周年記念大会表彰者推せんについて
（依頼）

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 2
(施)昭49. 5. 7

森林保護課

3775 17 県営林創設70周年記念式典関係綴 県営林創設70周年記念誌投稿依頼について 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 2
(決)昭49. 5. 7
(施)昭49. 5. 7

森林保護課

3775 18 県営林創設70周年記念式典関係綴
県営林70周年記念パンフレット用の写真提供につ
いて（依頼）

昭和４８年度
(起)昭49. 2.22
(決)昭49. 2.23
(施)昭49. 2.23

森林保護課

3775 19 県営林創設70周年記念式典関係綴
県営林70周年記念パンフレット用の写真提供につ
いて（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48.10.31
(決)昭48.11. 1
(施)昭48.11. 1

森林保護課

3776 1 造林事業例規綴　No.３
薪炭共用林野等に部分林を設定して行なう団地造
林事業の補助の取扱いについて

昭和４７年度 (収)昭47. 7.21 林野庁長官

3776 2 造林事業例規綴　No.３
森林組合等の受託造林の諸掛費に対する補助の取
扱いについて

昭和４７年度 (収)昭47. 6.17 林野庁長官

3776 3 造林事業例規綴　No.３ 造林補助事業実施要領の運営について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.16 林野庁長官
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3776 4 造林事業例規綴　No.３ 造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.16 林野庁長官

3776 5 造林事業例規綴　No.３
団地造林事業実施要綱運営要領の一部改正につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 6.16 林野庁長官

3776 6 造林事業例規綴　No.３ 団地造林事業実施要綱の一部改正について 昭和４７年度 (収)昭47. 6.14 農林事務次官

3776 7 造林事業例規綴　No.３ 組織造林推進対策調査実施要領の制定について 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 7 林野庁長官

3776 8 造林事業例規綴　No.３
異常気象等の災害による被害造林地に対する造林
補助の取扱いについて（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.11.30
(施)昭46.11.30

林政課

3776 9 造林事業例規綴　No.３ 造林作業路の開設について 昭和４６年度 (収)昭46. 5.18 林野庁長官

3776 10 造林事業例規綴　No.３ 造林事業実績の定期報告様式の一部改正について 昭和４６年度 (収)昭46. 6. 7 林野庁長官

3776 11 造林事業例規綴　No.３ 造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和４６年度 (収)昭46. 5.18 林野庁長官

3776 12 造林事業例規綴　No.３ 造林補助事業実施要領の運営について 昭和４６年度 (収)昭46. 5.18 林野庁長官

3776 13 造林事業例規綴　No.３ せき悪林地改良事業実行指針について 昭和４６年度 (収)昭46. 5.18 林野庁長官

3776 14 造林事業例規綴　No.３
団地造林事業実施要綱運営要領の一部改正につい
て

昭和４５年度 (収)昭45. 8.18 林野庁長官

3776 15 造林事業例規綴　No.３ 階段造林事業実行指針の制定について 昭和４５年度 (収)昭45. 7. 6 林野庁長官

3776 16 造林事業例規綴　No.３
昭和45年春季の火災による造林地災害跡地に対す
る造林補助の取扱いについて

昭和４５年度 (収)昭45. 6.24 林野庁長官

3776 17 造林事業例規綴　No.３
米生産調整対策にかかる水田跡地の造林に対する
補助上の取扱いについて

昭和４５年度 (収)昭45. 5.14 林野庁長官

3776 18 造林事業例規綴　No.３ きりの植栽に対する造林補助の取扱いについて 昭和４４年度 (収)昭44. 9.12 林野庁長官

3776 19 造林事業例規綴　No.３ 分収造林に対する助成上の取扱いについて 昭和４２年度 (収)昭42.11.22 林野庁長官

3776 20 造林事業例規綴　No.３ 団地造林事業実施要綱の制定について 昭和４２年度 (収)昭42. 5.26 農林事務次官

3776 21 造林事業例規綴　No.３ 団地造林事業実施要綱運営要領の制定について 昭和４２年度 (収)昭42. 5.26 林野庁長官

3776 22 造林事業例規綴　No.３
団地造林事業における施業委託契約および協業体
規約の模範例について

昭和４２年度 (収)昭42.12.18
林野庁長官造林
保護課

3777 1 造林事業例規綴　No.４ 特殊地拵造林実施要領について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.16
(決)昭49. 5.17
(施)昭49. 5.17

森林保護課

3777 2 造林事業例規綴　No.４ 造林補助事業実施要領の改正について 昭和４９年度 (収)昭49. 6.17 林野庁長官
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3777 3 造林事業例規綴　No.４
造林補助事業実施要領の運営についての改正につ
いて

昭和４９年度 (収)昭49.11.16 林野庁長官

3777 4 造林事業例規綴　No.４ 造林補助事業実施要領の運営について 昭和４９年度 (収)昭49. 6.25 林野庁長官

3777 5 造林事業例規綴　No.４ 造林事業実績の定期報告の一部改正について 昭和４８年度 (収)昭48. 7. 5 林野庁長官

3777 6 造林事業例規綴　No.４
森林組合系統機関の行う造林補助金事務の取扱い
要領について

昭和４８年度 (収)昭48.11.22 林野庁長官

3777 7 造林事業例規綴　No.４ 造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和４８年度 (収)昭48.10.15 林野庁長官

3777 8 造林事業例規綴　No.４
造林補助事業実施要領の運営についての一部改正
について

昭和４８年度 (収)昭48.10. 1 林野庁長官

3777 9 造林事業例規綴　No.４
森林組合系統機関の行う造林補助金事務の取扱い
要領について（回答）

昭和４８年度 (収)昭48. 9. 7 林野庁長官

3777 10 造林事業例規綴　No.４
けやき、えんじゅ、くり等の植栽に対する造林補
助の取扱いについて

昭和４８年度 (収)昭48. 8.13 林野庁長官

3777 11 造林事業例規綴　No.４
適地適木調査土じょう理化学分析法の正誤表の送
付について

昭和４８年度 (収)昭48. 7.16 林野庁長官

3777 12 造林事業例規綴　No.４ 特殊林地改良事業等の実行指針について 昭和４８年度 (収)昭48. 6. 7 林野庁長官

3777 13 造林事業例規綴　No.４
造林補助事業実施要領の運営についての制定につ
いて

昭和４８年度 (収)昭48. 7. 5 林野庁長官

3777 14 造林事業例規綴　No.４ 適地適木調査実施要領の一部改正について 昭和４８年度 (収)昭48. 5.28 林野庁長官

3777 15 造林事業例規綴　No.４
団地造林事業実施要綱運営要領の一部改正につい
て

昭和４８年度 (収)昭48. 5.25 林野庁長官

3777 16 造林事業例規綴　No.４ 造林補助事業実施要領の制定について 昭和４８年度 (収)昭48. 5.17 林野庁長官

3777 17 造林事業例規綴　No.４ 団地造林事業実施要綱の一部改正について 昭和４８年度 (収)昭48. 5. 1 農林事務次官

3777 18 造林事業例規綴　No.４
米の生産調整対策に係る水田跡地造林の補助標準
単価について

昭和４５年度
(起)昭45. 8. 5
(決)昭45. 8. 7
(施)昭45. 8. 7

造林課

3777 19 造林事業例規綴　No.４ 昭和45年度造林補助標準単価について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.29
(決)昭45. 6.30
(施)昭45. 6.30

造林課

3777 20 造林事業例規綴　No.４
米生産調整対策に係る水田跡地の造林に対する補
助上の取扱いについて（通知）

昭和４５年度
(起)昭45. 5.20
(決)昭45. 5.22
(施)昭45. 5.23

造林課

3777 21 造林事業例規綴　No.４
昭和46年度造林補助事業に係る再造林の取扱いに
ついて（通知）

昭和４５年度
(起)昭45.10.25
(決)昭45.11.30

造林課

3777 22 造林事業例規綴　No.４
林木次代検定事業にかかる造林補助上の取扱いに
ついて（通知）

昭和４５年度
(起)昭45. 9.25
(決)昭45. 9.28
(施)昭45. 9.28

造林課

3777 23 造林事業例規綴　No.４
林木次代検定事業にともなう造林補助対象事業者
（規模）の変更承認について（申請）

昭和４５年度
(起)昭45. 8.27
(決)昭45. 8.28
(施)昭45. 8.28

造林課
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3777 24 造林事業例規綴　No.４
静岡県団地造林事業実施要綱運営要領の一部改正
について

昭和４５年度
(起)昭45. 9. 7
(決)昭45. 9.10
(施)昭45. 9.16

造林課

3777 25 造林事業例規綴　No.４ 静岡県造林補助事業実施要領の改正について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.20
(決)昭45. 7. 1
(施)昭45. 7.21

造林課

3777 26 造林事業例規綴　No.４ 静岡県造林補助事業検査内規の改正について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.23
(施)昭45. 6.26

造林課

3777 27 造林事業例規綴　No.４ 静岡県造林補助金査定要領の改正について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.23
(施)昭45. 6.30

造林課

3777 28 造林事業例規綴　No.４ 静岡県団地造林作業路施行要領の制定について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.23
(施)昭45. 6.30

造林課

3777 29 造林事業例規綴　No.４
東伊豆町における造林地災害跡地に対する造林補
助の取扱いについて（通知）

昭和４５年度 (起)昭45. 6.24 造林課

3777 30 造林事業例規綴　No.４
昭和45年度林地肥培促進事業補助金交付要綱並び
に同事業実施要領の制定について

昭和４５年度
(起)昭45. 4.17
(決)昭45. 5. 7
(施)昭45. 5. 7

造林課

3777 31 造林事業例規綴　No.４
集団契約造林事業実施要領の制定について（伺
い）

昭和４５年度 (起)昭45. 4. 7 造林課

3777 32 造林事業例規綴　No.４
昭和45年度林地肥培促進事業に係る展示林設定基
準について

昭和４５年度
(起)昭45. 4.17
(決)昭45. 4.28
(施)昭45. 4.28

造林課

3777 33 造林事業例規綴　No.４ 造林関係例規集の追録補正について 昭和４４年度
(起)昭45. 1. 7
(決)昭45. 1. 7
(施)昭45. 1. 7

造林課

3777 34 造林事業例規綴　No.４
市町村森林組合の造林補助金事務取扱要領の制定
について

昭和４４年度
(起)昭44. 9.11
(決)昭44. 9.20
(施)昭44. 9.27

造林課

3777 35 造林事業例規綴　No.４
森林施業計画の実施に伴う造林補助事業の取扱い
について（通知）

昭和４４年度
(起)昭44. 9.17
(決)昭44. 9.20
(施)昭44. 9.20

造林課

3777 36 造林事業例規綴　No.４ 静岡県造林補助金査定要領の一部改正について 昭和４４年度
(起)昭44. 9.17
(決)昭44. 9.20
(施)昭44. 9.26

造林課

3777 37 造林事業例規綴　No.４ 入会林野整備地造林実施要領の制定について 昭和４４年度
(起)昭44. 6.30
(決)昭44. 7. 4
(施)昭44. 7. 9

造林課

3777 38 造林事業例規綴　No.４ 明治百年記念部分林の設定について 昭和４２年度 (収)昭42.11.14 林野庁長官

3777 39 造林事業例規綴　No.４ 明治百年記念造林運動の実施について 昭和４２年度 (収)昭42.10.18 林野庁長官

3777 40 造林事業例規綴　No.４ 明治百年記念造林事業について（通知） 昭和４３年度
(起)昭43. 4.16
(決)昭43. 4.20
(施)昭43. 4.23

林業指導課

3777 41 造林事業例規綴　No.４
造林地干ばつ災害対策事業費補助金交付要綱につ
いて

昭和４２年度
(起)昭42.12.26
(決)昭42.12.26
(施)昭42.12.26

林業指導課

3777 42 造林事業例規綴　No.４ 静岡県団地造林事業実施要綱について 昭和４２年度
(起)昭42. 9.20
(決)昭42.10.11
(施)昭42.10.17

林業指導課

3777 43 造林事業例規綴　No.４ 新造林団地造成事業実施要領について 昭和４０年度
(起)昭41. 1.26
(決)昭41. 1.31
(施)昭41. 1.31

林業指導課

3777 44 造林事業例規綴　No.４
静岡県造林補助事業実施要領（昭和40年静岡県告
示第262号）の一部改正について

昭和４１年度
(起)昭41. 5.24
(決)昭41. 5.30
(施)昭41. 6. 3

林業指導課
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3777 45 造林事業例規綴　No.４ 静岡県造林補助事業実施要領の改正について 昭和４０年度
(起)昭40. 4. 5
(決)昭40. 4.27
(施)昭40. 4.27

林業指導課

3778 1 造林事業例規綴　No.５
造林補助事業実施要領の運営についての一部改正
について

昭和５２年度 (収)昭52.10.26 林野庁長官

3778 2 造林事業例規綴　No.５ 団地造林事業実施要綱の一部改正について 昭和５２年度 (収)昭52.10.26 農林事務次官

3778 3 造林事業例規綴　No.５
団地造林事業実施要綱運営要領の一部改正につい
て

昭和５２年度 (収)昭52.10.26 林野庁長官

3778 4 造林事業例規綴　No.５ 造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和５２年度 (収)昭52. 9.20 林野庁長官

3778 5 造林事業例規綴　No.５ 造林補助事業実施要領の改正について 昭和５２年度 (収)昭52. 6.11 林野庁長官

3778 6 造林事業例規綴　No.５
「造林補助事業実施要領の運営について」の改正
について

昭和５２年度 (収)昭52. 6.23 林野庁長官

3778 7 造林事業例規綴　No.５
「造林補助事業実施要領の運営について」の改正
について

昭和５１年度 (収)昭51. 7.12 林野庁長官

3778 8 造林事業例規綴　No.５ 造林補助事業実施要領の改正について 昭和５１年度 (収)昭51. 7. 8 林野庁長官

3778 9 造林事業例規綴　No.５ 適地適木調査実施要領の一部改正について 昭和５１年度 (収)昭51. 8.10 林野庁長官

3778 10 造林事業例規綴　No.５
「造林補助事業実施要領の運営について」の改正
について

昭和５０年度 (収)昭50. 6.16 林野庁長官

3778 11 造林事業例規綴　No.５ 青少年の森造成事業の実施について 昭和５０年度 (収)昭50. 9.25 林野庁長官

3778 12 造林事業例規綴　No.５ 造林補助事業実施要領の改正について 昭和５０年度 (収)昭50. 5.29 林野庁長官

3779 1
区画漁業権免許（用宗、大井川、
吉田のり養殖）

特定区画漁業の免許について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47.10. 3
(決)昭47.10.18

水産課

3779 2
区画漁業権免許（用宗、大井川、
吉田のり養殖）

特定区画漁業の免許について（諮問） 昭和４７年度
(起)昭47. 9.21
(決)昭47. 9.26

水産課

3779 3
区画漁業権免許（用宗、大井川、
吉田のり養殖）

漁場計画に基づく区画漁業権の免許の内容等の事
前決定について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 7
(決)昭47. 7.11

水産課

3779 4
区画漁業権免許（用宗、大井川、
吉田のり養殖）

区画漁業の漁場計画について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 5.24
(決)昭47. 5.29
(施)昭47. 5.29

水産課

3780 1 陳情・要望書綴
陳情書（まき網漁業にかかる創業区域並びに魚種
の制限について）

昭和５０年度 (収)昭50. 7. 2
榛原地区沿岸一
本釣漁業者連合
会

3780 2 陳情・要望書綴 陳情書（漁場操業区域について） 昭和５０年度 (収)昭50. 8. 6
沼津我入道漁業
協同組合

3780 3 陳情・要望書綴 陳情書（船びき網漁業操業区域拡大について） 昭和４８年度 (収)昭48.10.23
御前崎漁業協同
組合
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3780 4 陳情・要望書綴 陳情書（しらす漁業操業区域拡張に関する件） 昭和５０年度 (収)昭50. 4. 3
御前崎漁業協同
組合

3780 5 陳情・要望書綴
陳情書（イカ資源保護と伊豆沿岸一本釣漁民の漁
場確保）

昭和４９年度 (収)昭49. 8. 6
賀茂船主組合連
絡協議会

3780 6 陳情・要望書綴
陳情書（しらす船曳網漁業の許可についての御
願）

昭和４８年度 (収)昭49. 2.15
沼津我入道漁業
協同組合

3780 7 陳情・要望書綴 陳情書（えびかご漁業の操業制限について） 昭和４８年度 (収)昭48. 8.22
焼津、海竜丸・
長兼丸

3780 8 陳情・要望書綴 要望書（ながらみ採補漁業について） 昭和４８年度 (収)昭48. 9.  
浜名漁業協同組
合

3780 9 陳情・要望書綴
陳情書（小型一本釣漁業者保護、種苗採補用漁業
許可制限について）

昭和４８年度
小型一本釣漁業
者

3780 10 陳情・要望書綴 陳情書（飼料用いわし操業区域について） 昭和４８年度 (収)昭48. 7.14
御前崎漁業協同
組合

3780 11 陳情・要望書綴 かつおまきあみ操業について 昭和４７年度 (収)昭48. 1.20
静岡県鰹漁撈通
信協議会

3780 12 陳情・要望書綴
陳情書（さば一本釣漁業等零細漁業保護、調整規
則の改訂）

昭和４７年度 (収)昭48. 2.24
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3780 13 陳情・要望書綴 陳情書（禁漁期間の短縮について） 昭和４８年度 (収)昭48. 6. 6
小川・和田漁協
明勢丸ほか

3780 14 陳情・要望書綴 陳情書（しらす船曳網漁業の解禁日について） 昭和４７年度 (収)昭48. 3.28
静岡県しらす船
曳網漁業組合

3780 15 陳情・要望書綴
請願書（さくらえび２そうまき網漁業の遠州灘に
おける操業中止方調整に関する請願）

昭和４７年度
志太地区底延網
漁業者一同

3780 16 陳情・要望書綴
陳情書（小型一本釣漁業者保護、種苗採補用漁業
許可制限について）

昭和４８年度
小型一本釣漁業
者

3780 17 陳情・要望書綴
陳情書（イカ資源保護とイカ漁場におけるまき網
漁船の操業禁止）

昭和４７年度 (収)昭47.11.14
賀茂地区漁協運
営委員会ほか

3780 18 陳情・要望書綴
陳情書（一本釣漁業等零細漁業保護、操業禁止区
域調整）

昭和４７年度 (収)昭47. 8.28
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3780 19 陳情・要望書綴
要望書（県内漁場における違法操業を早急に善
処）

昭和４７年度 (収)昭47. 9.11
賀茂地区漁協運
営委員会

3780 20 陳情・要望書綴 「かご漁業」に関する要望書 昭和４７年度 (収)昭48. 1.22
焼津漁業協同組
合

3780 21 陳情・要望書綴
陳情書（資源保護のため秩序を厳守し合法的操
業）

昭和４７年度 (収)昭48. 2.22
静岡県かん水養
魚協会

3780 22 陳情・要望書綴
陳情書（さば一本釣漁業等零細漁業保護、漁業調
整規則の改訂）

昭和４７年度 (収)昭48. 2.22
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3780 23 陳情・要望書綴 要望書（小型機船底曳網漁業馬力制限） 昭和４７年度 (収)昭47.10.28
用宗漁業協同組
合

3780 24 陳情・要望書綴
陳情書（現状の漁船（45馬力）で安全操業できる
配慮）

昭和４７年度 (収)昭47.10.31
静浦漁業協同組
合
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3780 25 陳情・要望書綴
陳情書（一本釣漁業等零細漁業保護、操業禁止区
域調整）

昭和４７年度 (収)昭47. 8.28
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3780 26 陳情・要望書綴 陳情書（旋網漁業の操業海域としない） 昭和４７年度 (収)昭47. 8.28
静岡県鯖船漁撈
長会

3780 27 陳情・要望書綴
陳情書（一本釣漁場へのまき網漁業者の進出操
業）

昭和４７年度 (収)昭47. 8.28 一本釣漁業者

3780 28 陳情・要望書綴 三枚刺網漁業許可申請について 昭和４６年度 (収)昭46.11. 9
相良町漁業協同
組合ほか

3780 29 陳情・要望書綴 陳情書（漁業許可範囲の拡大） 昭和４６年度 (収)昭46.11.13
大井川町漁業協
同組合

3780 30 陳情・要望書綴 蛤採補に関する件について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46.12.13
(決)昭46.12.16
(施)昭46.12.22

水産課

3780 31 陳情・要望書綴 陳情書（漁業権の擁護） 昭和４６年度 (収)昭46.11.12
稲取漁業協同組
合ほか

3780 32 陳情・要望書綴
要望書（小型機船底曳網漁業５屯未満を考慮し操
業区域を縮小）

昭和４６年度 (収)昭46.12. 1
用宗漁業協同組
合ほか

3780 33 陳情・要望書綴 三枚刺網漁業許可について 昭和４６年度
(起)昭46.10.22
(施)昭46.12.25

水産課

3780 34 陳情・要望書綴
要望書（まき網漁業の操業区域の一本化等につい
て）

昭和４６年度 (収)昭46. 9. 6
静岡県施網漁業
者協会

3780 35 陳情・要望書綴
陳情書（メヒカリイカ船曳網漁業操業期間の延
長）

昭和４６年度 (収)昭46. 8.19
浜名漁業協同組
合

3780 36 陳情・要望書綴
陳情書（石花海岸におけるまき網漁業の操業期間
制限について）

昭和４６年度 (収)昭46. 6.23
賀茂船主組合連
絡協議会

3780 37 陳情・要望書綴 要望書（メヒカリイカ船曳網漁業許可） 昭和４４年度 (収)昭44. 8. 1
浜名漁業協同組
合

3781 1 49年～要望・陳情綴
要望書（はまち種苗採補漁業における漁船の総ト
ン数を6.99トン未満とする）

昭和５２年度 (収)昭53. 3. 8
静岡県採補はま
ち組合

3781 2 49年～要望・陳情綴
陳情書（はまち種苗採補漁業許可の限度を７トン
（65馬力）まで引き上げ）

昭和５２年度 (収)昭52. 7. 8
静浦漁業協同組
合ほか

3781 3 49年～要望・陳情綴
陳情書（いかつり漁業の救済対策としてさばつり
漁業の兼業を容認）

昭和５２年度 (収)昭52. 6.15

静岡県中型いか
つり漁業者愛鷹
丸漁業生産組合
ほか

3781 4 49年～要望・陳情綴 漁業調整規則改正に関する陳情書 昭和５１年度 (収)昭52. 1.28
坂井平田漁業協
同組合ほか

3781 5 49年～要望・陳情綴 施網漁船の近代化計画一部変更についてお願い 昭和５１年度 (収)昭52. 3. 4
静岡県施網漁業
者協会

3781 6 49年～要望・陳情綴 陳情書（大中型まき網漁業の許可について） 昭和５１年度 (収)昭52. 2.  
内浦漁業協同組
合

3781 7 49年～要望・陳情綴
ソビエトの200海里漁業専管水域設定に関する陳
情の副申について

昭和５１年度 (収)昭52. 3. 3
焼津漁業協同組
合
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3781 8 49年～要望・陳情綴 近海かつおまぐろ漁業の一斉更新について 昭和５１年度 (収)昭51.12.  水産課

3781 9 49年～要望・陳情綴 要望書（施網漁業禁止区域の変更） 昭和５１年度 (収)昭51. 7.12
榛原地区沿岸一
本釣漁業者連合
会

3781 10 49年～要望・陳情綴 遠州灘に於ける船曳網漁業操業に関する陳情 昭和５１年度 (収)昭51.10.16
福田町漁業協同
組合

3781 11 49年～要望・陳情綴
陳情書（いわし・あじ・さばの施網漁業集魚灯を
火船１隻につき10KW）

昭和５１年度 (収)昭51. 9.16
静岡県施網漁業
者協会

3781 12 49年～要望・陳情綴
要望書（南方海域におけるかつお・まぐろを対象
とする大型まき網漁業の操業統数等）

昭和５１年度 (収)昭51. 9.14
焼津漁業協同組
合

3781 13 49年～要望・陳情綴 あじ・さば棒受網漁業の夜間操業について 昭和５１年度 (収)昭51. 6.29
焼津漁業協同組
合

3781 14 49年～要望・陳情綴 副申書（まき網漁業対策陳情） 昭和５１年度 (収)昭51. 7.  
賀茂地区漁協運
営委員会

3781 15 49年～要望・陳情綴 副申書（まき網漁業対策陳情） 昭和５１年度 (収)昭51. 6.11
榛原地区漁協運
営委員会

3781 16 49年～要望・陳情綴 はまち、かんぱち種苗採捕許可に関する要望書 昭和５０年度 (収)昭50.11.17
田子漁業協同組
合

3781 17 49年～要望・陳情綴 要望書（大型まき網漁業者の操業制限） 昭和５１年度 (収)昭51. 5. 7
静浦漁業協同組
合ほか

3781 18 49年～要望・陳情綴
要望書（しらす、いわし船曳網漁業の２そう漁法
における一操業体合計総トン数）

昭和５１年度 (収)昭51. 4.16
静岡県船曳網漁
業協同組合

3781 19 49年～要望・陳情綴 要望書（桜蝦許可変更） 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 6
静岡県桜蝦漁業
協同組合

3781 20 49年～要望・陳情綴
陳情書（棒受網漁業の制限条件５月以降11月まで
解除）

昭和５０年度 (収)昭50. 8. 6
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3781 21 49年～要望・陳情綴 陳情書（棒受網漁業の夜間操業について） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.12
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3781 22 49年～要望・陳情綴 陳情書（棒受網漁業の夜間操業について） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.  
静岡県鯖船漁撈
長会

3781 23 49年～要望・陳情綴
陳情書（あじ、さば棒受網漁業の隻数屯数制限設
定）

昭和４９年度 (収)昭49. 6. 3
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3781 24 49年～要望・陳情綴 さばたも網漁業の規制について 昭和４９年度 (収)昭49. 9.20
東日本さば釣漁
業生産調整組合
ほか

3781 25 49年～要望・陳情綴
要望書（沼えび（さるえび）を対象とする小型機
船底曳網漁業について）

昭和５０年度 (収)昭51. 1.20
中部地区沼えび
小型機船底曳網
漁業組合

3781 26 49年～要望・陳情綴
要望書（共第17号共同漁業権漁場および特区第59
号第１種区画漁業権漁場の免許区域の拡大）

昭和５０年度 (収)昭50.12. 4
焼津漁業協同組
合

3781 27 49年～要望・陳情綴 はまち、かんぱち種苗採捕許可に関する要望書 昭和５０年度 (収)昭50.11.22
田子漁業協同組
合
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3781 28 49年～要望・陳情綴 陳情書　かつお餌いわし特別採捕許可について 昭和５０年度 (収)昭50.12.10
浜名漁業協同組
合

3781 29 49年～要望・陳情綴 はまち稚魚採捕業新規着業許可願いについて 昭和５０年度 (収)昭50. 8.20 大徳丸船主ほか

3781 30 49年～要望・陳情綴 はまち稚魚採捕漁業新規着業許可願いについて 昭和５０年度 (収)昭51. 3.  小茂丸船主ほか

3781 31 49年～要望・陳情綴 要望書（特別漁業権の設定について） 昭和５０年度 (収)昭51. 3.  
安良里漁業協同
組合

3781 32 49年～要望・陳情綴
陳情書（北部太平洋施網漁業の試験操業につい
て）

昭和５０年度 (収)昭51. 2.27
静岡県漁業協同
組合連合会

3781 33 49年～要望・陳情綴
要望書（沼えび（さるえび）を対象とする小型機
船底曳網漁業について）

昭和５０年度 (収)昭51. 2.28
中部地区沼えび
小型機船底曳網
漁業組合

3782 1 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（甲いかを対象とする篭漁業の２ヶ月間禁
止）

昭和４９年度 (収)昭50. 1.14
小川和田地区小
型一本釣漁業者

3782 2 45年～陳情書綴　No.２ 石廊沖漁場の調整について（通報） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.12
下田市漁業協同
組合

3782 3 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（石廊崎沖及びその周辺漁場確保） 昭和４９年度 (収)昭49. 8. 6
賀茂船主組合連
絡協議会

3782 4 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（あじ、さば棒受網漁業の夜間操業許可） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.  
静岡県鯖船漁撈
長会

3782 5 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（あじ、さば棒受網漁業の夜間操業許可） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.12
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3782 6 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（棒受網漁業の隻数、屯数に制限） 昭和４９年度 (収)昭49. 6. 3
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3782 7 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（しらす船曳網漁業の許可についてのお願
い）

昭和４８年度 (収)昭49. 2.15
沼津我入道漁業
協同組合

3782 8 45年～陳情書綴　No.２
要望書（しらすいわし船曳網漁業一操業体の総ト
ン数）

昭和４８年度 (収)昭48.12. 6
静岡県しらす船
曳網漁業組合

3782 9 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（ながらみ採捕漁業について） 昭和４８年度 (収)昭48. 9. 5
浜名漁業協同組
合

3782 10 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（えびかご漁業操業に関する陳情） 昭和４８年度 (収)昭48. 8.22 海竜丸ほか

3782 11 45年～陳情書綴　No.２
要望書（施網漁業者とイカ一本釣漁業者の円満操
業）

昭和４８年度 (収)昭48. 9. 5
静岡県施網漁業
者協会

3782 12 45年～陳情書綴　No.２
要望書（施網漁業者とイカ一本釣漁業者の調整事
項違反）

昭和４８年度 (収)昭48. 8.22
賀茂地区運営委
員会

3782 13 45年～陳情書綴　No.２
漁業法第67条に基づく漁業調整委員会の指示につ
いて

昭和４８年度 (収)昭48. 5.12
清水漁業協同組
合

3782 14 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（飼料用いわし操業区域について） 昭和４８年度 (収)昭48. 7.16
御前崎漁業協同
組合
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3782 15 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（飼料用いわし操業区域について） 昭和４８年度 (収)昭48. 7.20
森田水産株式会
社ほか

3782 16 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（刺網漁業の禁漁期の短縮について） 昭和４８年度 (収)昭48. 6. 6 刺網漁業者

3782 17 45年～陳情書綴　No.２
要望書（駿河湾内におけるしらす船曳網漁業解禁
日）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.28
静岡県しらす船
曳網漁業組合

3782 18 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（イカ漁場におけるまき網漁船の操業禁
止）

昭和４７年度 (収)昭47.11.14
賀茂地区漁協運
営委員会ほか

3782 19 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（資源保護のため秩序を厳守し合法的操
業）

昭和４７年度 (収)昭48. 2.22
静岡県かん水養
魚協会

3782 20 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（操業区域の変更等の検討） 昭和４７年度 (収)昭48. 2.24
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3782 21 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（小型一本釣漁業者保護、種苗採補用漁業
許可制限について）

昭和４７年度
小型一本釣漁業
者

3782 22 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（イカ漁場におけるまき網漁船の操業禁
止）

昭和４７年度 (収)昭47.11.14
賀茂地区漁協運
営委員会ほか

3782 23 45年～陳情書綴　No.２
東京都、千葉県海域における火光利用一本釣漁船
による凍結試験操業について（副申書）

昭和４７年度 (収)昭48. 1.10
八戸漁業協同組
合連合会

3782 24 45年～陳情書綴　No.２
火光利用さば一本釣漁業における凍結試験操業に
ついて（副申書）

昭和４７年度 (収)昭48. 1.22 青森県

3782 25 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（定置漁業の操業期間の変更） 昭和４７年度 (収)昭47.12.  
網代漁業株式会
社

3782 26 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（定置漁業の操業期間の変更） 昭和４７年度 (収)昭47.11.29
熱海漁業協同組
合

3782 27 45年～陳情書綴　No.２ 「かご漁業」に関する要望書 昭和４７年度 (収)昭48. 1.22
焼津漁業協同組
合

3782 28 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（区画漁業の特区漁場の拡張） 昭和４７年度 (収)昭48. 1.24
用宗漁業協同組
合

3782 29 45年～陳情書綴　No.２ かつおまきあみ操業について 昭和４７年度 (収)昭48. 1.20
静岡県鰹漁撈通
信協議会

3782 30 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（シラス漁による稚鮎大量採捕対策） 昭和４７年度 (収)昭47.11. 1
静岡県内水面漁
業協同組合連合
会

3782 31 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（現状の漁船で合法的安全操業） 昭和４７年度 (収)昭47.10.31
内浦漁業協同組
合

3782 32 45年～陳情書綴　No.２
要望書（漁業調整規則第40条１項小型機船底曳網
漁業馬力制限）

昭和４７年度 (収)昭47.10.28
用宗漁業協同組
合

3782 33 45年～陳情書綴　No.２
要望書（石廊崎沖いか漁場周辺のまき網漁船違法
操業）

昭和４７年度 (収)昭47. 9. 1
賀茂地区漁協運
営委員会

3782 34 45年～陳情書綴　No.２ 施網漁業の操業海区の一本化について 昭和４７年度 (収)昭47. 9. 9
静岡県定置漁業
協会
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3782 35 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（施網漁業の操業海区の一本化について） 昭和４７年度 (収)昭47. 7.21
静岡県施網漁業
者協会

3782 36 45年～陳情書綴　No.２ 石廊崎沖海域におけるいか漁場について 昭和４７年度 (収)昭47. 7.21
静岡県施網漁業
者協会

3782 37 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（操業区域の変更等の検討） 昭和４７年度 (収)昭47. 8.28
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3782 38 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（遠州灘に於ける操業許可） 昭和４７年度 (収)昭47. 8.28
静岡県鯖船漁撈
長会

3782 39 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（まき網漁業者の進出操業） 昭和４７年度 (収)昭47. 8.28
小船一本釣漁業
者一同

3782 40 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（カンパチ種苗採捕許可） 昭和４７年度 (収)昭47. 7.20
静浦漁業協同組
合ほか

3782 41 45年～陳情書綴　No.２ めひかりいか船びき網漁業許可申請について 昭和４７年度 (収)昭47. 5.11
浜名漁業協同組
合

3782 42 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（はまち稚魚の需給対策） 昭和４６年度 (収)昭47. 3.10
静岡県かん水養
魚協会

3782 43 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（しらす船曳き網漁業操業区域の拡大） 昭和４６年度 (収)昭47. 3. 7
静岡県しらす船
曳き網漁業者協
会

3782 44 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（いか釣漁業の集魚燈制限の改正につい
て）

昭和４６年度 (収)昭47. 2.21
伊東地区運営委
員会

3782 45 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（縣外大型いか釣漁船の入漁反対につい
て）

昭和４６年度 (収)昭46.12.21
伊東地区運営委
員会

3782 46 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（白魚船びき網漁業許可請願） 昭和４６年度 (収)昭46.10.15
浜名漁業協同組
合

3782 47 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（白魚船びき網漁業許可、統数増枠） 昭和４６年度 (収)昭46.10.27
用宗漁業協同組
合

3782 48 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（小型機船底曳網漁業禁止区域の縮小） 昭和４６年度 (収)昭46.12. 1
用宗漁業協同組
合

3782 49 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（一そう曳白魚船曳網漁業の許可） 昭和４６年度 (収)昭46. 9. 7
吉田町漁業協同
組合

3782 50 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（さより船曳網漁業の操業許可） 昭和４６年度 (収)昭46.11.10
焼津漁業協同組
合

3782 51 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（メヒカリイカ船びき網漁業許可期間延
長）

昭和４６年度 (収)昭46. 8.21
浜名漁業協同組
合

3782 52 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（まき網漁業操業区域一本化） 昭和４６年度 (収)昭46. 9. 6
静岡県施網漁業
者協会

3782 53 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（カンパチ種苗採捕許可） 昭和４６年度 (収)昭46. 8. 2
静岡県はまち種
苗採捕組合

3782 54 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（施網漁業の操業海区の確保について） 昭和４６年度 (収)昭46. 7. 5
静岡県施網漁業
者協会
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3782 55 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（石花海におけるまき網漁業の操業期間制
限について）

昭和４６年度 (収)昭46. 6.23
賀茂船主組合連
絡協議会

3782 56 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（メヒカリイカ船曳網漁業操業許可） 昭和４６年度 (収)昭46. 5.20
浜名漁業協同組
合

3782 57 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（はまち種苗採捕許可のお願いについて） 昭和４６年度 (収)昭46. 4.23
浜名漁業協同組
合

3782 58 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（はまち種苗供給確保） 昭和４６年度 (収)昭46. 4.24
静岡県かん水養
魚協会

3782 59 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（２そう曳さより船曳網漁業の許可） 昭和４５年度 (収)昭46. 3.27
浜名漁業協同組
合

3782 60 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（さより船曳網漁業の操業許可） 昭和４５年度 (収)昭45.10.30
焼津漁業協同組
合

3782 61 45年～陳情書綴　No.２
陳情書（石廊崎沖いか漁場周辺の施網漁船操業制
限）

昭和４４年度 (収)昭44.10.25
賀茂地区漁協運
営委員会

3782 62 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（さより船曳網漁業の試験操業許可） 昭和４４年度 (収)昭44.10.16
焼津漁業協同組
合

3782 63 45年～陳情書綴　No.２ 陳情書（漁業調整規則の改定） 昭和４４年度 (収)昭44. 9.12
静岡県機船底曳
網組合

3782 64 45年～陳情書綴　No.２ 漁業法第67条に基づく委員会指示についてお願い 昭和４４年度 (収)昭44. 8.28
清水市漁業協同
組合

3782 65 45年～陳情書綴　No.２
陳情につき副申（二艘曳曳さより船曳網漁業許
可）

昭和４５年度 (収)昭45.11.18
由比港漁業協同
組合

3782 66 45年～陳情書綴　No.２
要望書（昭和44年12月８日漁業調整委員会の調整
方法の破棄）

昭和４５年度 (収)昭45. 9.11
静岡県施網漁業
者協会

3782 67 45年～陳情書綴　No.２ かんぱち種苗採捕許可願い 昭和４５年度 (収)昭45. 7.31
静岡県はまち種
苗採捕組合

3782 68 45年～陳情書綴　No.２ 要望書（はまち種苗供給確保） 昭和４５年度 (収)昭45. 7.31
静岡県かん水養
魚協会

3783 1 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（石廊崎沖漁場のまき網漁業操業制限） 昭和５３年度 (収)昭54. 2. 2
賀茂船主組合連
絡協議会

3783 2 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（中型いかつり漁業者のさばつり漁業兼
業）

昭和５２年度 (収)昭52. 6.15
静岡県中型いか
つり漁業者

3783 3 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（漁業権更新に伴う漁場計画） 昭和５２年度 (収)昭53. 2.  
網代漁業株式会
社従業員一同

3783 4 50年～陳情書・要望書綴 定置網漁業の免許更新に関する陳情書 昭和５２年度 (収)昭53. 2. 6
静岡県定置協会
漁撈長会

3783 5 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（赤根漁場に周年免許） 昭和５２年度 (収)昭53. 1. 5
大熱海漁業協同
組合

3783 6 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（磯資源の確保、海の自然環境） 昭和５２年度 (収)昭52.11. 7
静岡県漁業協同
組合婦人部連合
会
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3783 7 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（非漁民の漁具漁法の制限の徹底取締り及
び火光利用の禁止・規制）

昭和５２年度 (収)昭52.11.24
静岡県漁業協同
組合大会実行委
員

3783 8 50年～陳情書・要望書綴 定置漁業漁場計画に関する要望書の提出について 昭和５２年度 (収)昭52.11. 4
静岡県定置漁業
協会

3783 9 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（伊豆諸島及び小笠原島海域における大中
型まき網試験操業の禁止と保護海域の拡大）

昭和５２年度 (収)昭52.11.30
一都三県連合海
区漁業調整委員
会

3783 10 50年～陳情書・要望書綴 副申書（いか釣漁業左舷釣についての陳情） 昭和５２年度 (収)昭52. 7.22
榛原地区運営委
員会

3783 11 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（中型いかつり漁業者のさばつり漁業兼
業）

昭和５２年度 (収)昭52. 6.15
静岡県中型いか
つり漁業者

3783 12 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（沈没船の代替に規格を上回る船の一時使
用）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.12 山田　実

3783 13 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（石廊崎海域のまき網漁業者に厳しい指
導）

昭和５１年度 (収)昭51. 9.  
賀茂船主組合連
絡協議会

3783 14 50年～陳情書・要望書綴 漁業調整規則改正に関する陳情書 昭和５１年度 (収)昭52. 1.28
坂井平田漁業協
同組合ほか

3783 15 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（海の自然環境） 昭和５１年度 (収)昭51.11.12
静岡県漁業協同
組合婦人部連合
会

3783 16 50年～陳情書・要望書綴 請願書（施網漁業付属船総トン数） 昭和５１年度 (収)昭51. 8.16 大師丸代表ほか

3783 17 50年～陳情書・要望書綴 要望書（施網漁業禁止区域の変更） 昭和５１年度 (収)昭51. 7.12
榛原地区沿岸一
本釣漁業者連合
会

3783 18 50年～陳情書・要望書綴 副申書（まき網漁船の無法操業を規制） 昭和５１年度 (収)昭51. 7.  
賀茂地区漁協運
営委員会

3783 19 50年～陳情書・要望書綴 副申書（まき網漁業対策） 昭和５１年度 (収)昭51. 6.11
榛原地区漁協運
営委員会

3783 20 50年～陳情書・要望書綴 要望書（桜蝦許可変更） 昭和５１年度 (収)昭51. 6.15
静岡県桜蝦漁業
組合

3783 21 50年～陳情書・要望書綴 要望書（大中型施網漁業者の操業制限） 昭和５１年度 (収)昭51. 4.22
静浦漁業協同組
合ほか

3783 22 50年～陳情書・要望書綴
要望書（浜名湖産稚鮎を河川放流用種苗として活
用）

昭和５０年度 (収)昭50.12. 9
静岡県内水面漁
業協同組合連合
会

3783 23 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（かつお餌いわし特別採捕許可について） 昭和５０年度 (収)昭50.12. 5
浜名漁業協同組
合

3783 24 50年～陳情書・要望書綴 要望書（桜蝦許可変更について） 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 6
静岡県桜蝦漁業
組合

3783 25 50年～陳情書・要望書綴
要望書（共同漁業権漁場及び１種区画漁業権漁場
の免許区域の拡大）

昭和５０年度 (収)昭50.12. 4
焼津漁業協同組
合
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3783 26 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（はまち稚魚採捕漁業新規着業許可願） 昭和５０年度 (収)昭51. 3.  小茂丸船主ほか

3783 27 50年～陳情書・要望書綴
要望書（沼えび（さるえび）を対象とする小型機
船底曳網漁業について）

昭和５０年度 (収)昭51. 1.19
中部地区沼えび
小型機船底曳網
漁業組合

3783 28 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（操業区域変更方のお願いについて） 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 6
地頭方漁業協同
組合

3783 29 50年～陳情書・要望書綴
要望書（船曳網漁業の２そう曳漁法一操業体総ト
ン数）

昭和５１年度 (収)昭51. 4.15
静岡県船曳網漁
業組合

3783 30 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（遠州灘に於ける船曳網漁業操業に関する
陳情）

昭和５０年度 (収)昭50. 5.14
福田町漁業協同
組合

3783 31 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（しらす船曳網漁業者の操業区域拡張につ
いて）

昭和５０年度 (収)昭50. 8. 1
御前崎漁業協同
組合

3783 32 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（漁場操業区域について） 昭和５０年度 (収)昭50. 8. 6
沼津我入道漁業
協同組合

3783 33 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（まき網漁業にかかる操業区域並びに魚種
の制限について）

昭和５０年度 (収)昭50. 7. 7
榛原地区沿岸一
本釣漁業者連合
会

3783 34 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（棒受網漁業の制限条件を５～11月解除） 昭和５０年度 (収)昭50. 8. 6
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3783 35 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（遊漁対策、海の自然環境） 昭和５０年度 (収)昭50.11. 6
静岡県漁業協同
組合婦人部連合
会

3783 36 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（漁業近代化資金の融資対象の拡充につい
て）

昭和５０年度 (収)昭50. 4.14
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

3783 37 50年～陳情書・要望書綴 陳情書（遠州灘におけるエビ篭漁業の試験操業） 昭和５０年度 (収)昭50. 5. 1
静岡県えび篭漁
業研究会

3783 38 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（しらす漁業に係る操業区域拡張に関する
件）

昭和５０年度 (収)昭50. 4. 3
御前崎漁業協同
組合

3783 39 50年～陳情書・要望書綴
陳情書（甲いかを対象とする篭漁業操業の３～４
月を操業禁止）

昭和４９年度 (収)昭50. 1.14
小川・和田地区
小型一本釣漁業
者

3784 1
漁場計画（免許）にかかる協議資
料綴

漁場計画（免許）に係る協議資料綴 昭和４８年度 水産課

3784 2
漁場計画（免許）にかかる協議資
料綴

漁業権の免許申請手続等の説明会開催について
（通知）

昭和４８年度 (起)昭48. 5.15 水産課

3784 3
漁場計画（免許）にかかる協議資
料綴

漁業権の取得および漁業権行使規則の制定等にか
かる総会の開催について

昭和４８年度
(起)昭48. 3.30
(施)昭48. 4.10

水産課

3784 4
漁場計画（免許）にかかる協議資
料綴

定置漁業権等にかかる要望について（照会） 昭和４７年度
(起)昭47.11.18
(決)昭47.11.20
(施)昭47.11.20

水産課

3785 1 48年区画漁業図１ 区画漁業漁場図免許番号特区第１～35号 昭和４８年度 水産課
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3786 1 48年区画漁業図２ 区画漁業漁場図免許番号特区第36～75号 昭和４８年度 水産課

3787 1 48年区画漁業図３ 区画漁業漁場図免許番号特区第76～102号 昭和４８年度 水産課

3788 1 48年区画漁業図４ 定置漁業漁場図免許番号定第１～27号 昭和４８年度 水産課

3789 1 48年区画漁業図５ 共同漁業漁場図免許番号共第１～20号 昭和４８年度 水産課

3790 1
稲取自然公園計画書図面関係（伊
豆急行（株））

稲取自然公園計画書図面（位置図・計画平面図） 昭和４８年度

3790 2
稲取自然公園計画書図面関係（伊
豆急行（株））

調査報告書（稲取自然公園建設に伴う地質調査） 昭和４８年度
㈱グランドリ
サーチ

3791 1
稲取自然公園計画書（伊豆急行
（株））

土地利用対策委員会本審査申請書の提出について 昭和４８年度 (収)昭48. 8.27 観光課

3791 2
稲取自然公園計画書（伊豆急行
（株））

本審査条件措置表 昭和４８年度 観光課

3791 3
稲取自然公園計画書（伊豆急行
（株））

申請書 昭和４８年度
伊豆急行株式会
社

3792 1
浜松市上島土地区画整理組合事業
計画変更書

浜松市上島土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.28
(決)昭50. 7.28

計画課

3792 2
浜松市上島土地区画整理組合事業
計画変更書

浜松市上島土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.14
(決)昭50. 7.23
(施)昭50. 7.24

計画課

3793 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合定款及事業計画変更書

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合の定款及び事
業計画の変更認可について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 1
(決)昭51. 3. 9
(施)昭51. 3. 9

計画課

3794 1
掛川市山麓土地区画整理組合設立
認可申請書

掛川市山麓土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.25
(決)昭50. 6.30

計画課

3794 2
掛川市山麓土地区画整理組合設立
認可申請書

掛川市山麓土地区画整理組合の設立認可について
（伺い）

昭和４９年度 (起)昭50. 2.27 計画課

3795 1
浜松市志戸呂土地区画整理組合事
業計画変更書

浜松市志戸呂土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更について

昭和５０年度 (起)昭50. 4.20 計画課

3796 1
藤枝市第３大谷川五十海土地区画
整理組合事業計画変更承認申請書

藤枝市第３大谷川土地区画整理組合第５回通常総
会について（報告）

昭和５１年度 (収)昭51. 6.21 藤枝市長

3796 2
藤枝市第３大谷川五十海土地区画
整理組合事業計画変更承認申請書

藤枝市第３大谷川土地区画整理組合の事業計画の
変更承認について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 2.24
(決)昭51. 2.24

計画課

3797 1
藤枝市鬼島土地区画整理組合事業
計画認可承認申請書

藤枝市鬼島土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.22
(決)昭50. 7.30

計画課

3797 2
藤枝市鬼島土地区画整理組合事業
計画認可承認申請書

藤枝市鬼島土地区画整理組合の設立認可について
（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49.11.12 計画課

3798 1
袋井市川井土地区画整理組合事業
計画書

袋井市川井土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 5.19 計画課

3798 2
袋井市川井土地区画整理組合事業
計画書

袋井市川井土地区画整理組合の設立について（伺
い）

昭和５０年度 (起)昭51. 2.12 計画課
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3799 1
浜松市豊降土地区画整理組合定款
及び事業計画変更書

西遠広域都市計画事業豊隆土地区画整理組合の理
事の氏名等の公告について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 4. 8 計画課

3799 2
浜松市豊降土地区画整理組合定款
及び事業計画変更書

西遠広域都市計画事業豊隆土地区画整理組合の定
款及び事業計画の変更について

昭和５０年度
(起)昭50.10. 1
(決)昭50.10. 6
(施)昭50.10. 6

計画課

3800 1
浜松市蒲北土地区画整理組合事業
計画認可申請書

浜松市蒲北土地区画整理組合の定款及び事業計画
の変更について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.14
(決)昭50. 8. 1
(施)昭50. 8. 1

計画課

3801 1
掛川市駅南土地区画整理組合同意
書

掛川市駅南土地区画整理組合同意書 昭和４９年度 計画課

3802 1
東遠広域都市計画掛川駅南土地区
画整理組合設立認可申請書

東遠広域都市計画事業掛川駅南土地区画整理組合
の理事の氏名等の公告について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50. 7.31 計画課

3802 2
東遠広域都市計画掛川駅南土地区
画整理組合設立認可申請書

東遠広域都市計画事業掛川駅南土地区画整理組合
の設立認可について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭50. 3.27 計画課

3803 1
浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合
事業計画変更書

浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合の定款及び事業
計画の変更認可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.24
(決)昭51. 5.11
(施)昭51. 5.11

計画課

3803 2
浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合
事業計画変更書

浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合の事業計画の変
更の事前協議について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50.11.18
(決)昭50.12. 5
(施)昭50.12. 8

計画課

3803 3
浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合
事業計画変更書

浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合の理事の氏名等
の公告について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 4.24 計画課

3804 1
浜松市佐鳴湖東岸上島土地区画整
理組合公共施設用地図

浜松市佐鳴湖東岸上島土地区画整理組合公共施設
用地図

昭和５０年度 計画課

3805 1
伊東市郷戸土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

伊東市郷戸土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 3.28
(決)昭52. 4. 1

計画課

3805 2
伊東市郷戸土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

伊東市郷戸土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて

昭和５０年度 (起)昭50. 9.19 計画課

3806 1
伊東市本郷土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

理事長の選任届について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.19
本郷戸地区画整
理組合

3806 2
伊東市本郷土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

伊東市本郷土地区画整理組合の定款及び事業計画
の変更について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50.12.25 計画課

3806 3
伊東市本郷土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

伊東市本郷土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50.12. 4 計画課

3807 1 静岡県公報（公告）綴 静岡県公報（公告）綴（49～52）
昭和４９年度

～
昭和５２年度

計画課

3808 1 決算報告書綴　No.１
清水市八坂町土地区画整理組合の決算報告書の承
認について

昭和５４年度 (起)昭54. 9.11 計画課

3808 2 決算報告書綴　No.１
旭町土地区画整理組合の決算報告書の承認申請に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54.11. 2
(決)昭54.11. 5
(施)昭54.11. 6

計画課

3808 3 決算報告書綴　No.１
掛川市大多郎土地区画整理組合の決算報告書につ
いて（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53.11.22 計画課

3808 4 決算報告書綴　No.１
浜松市住吉土地区画整理組合の決算報告書につい
て（承認）

昭和５３年度 (起)昭53.11.14 計画課

3808 5 決算報告書綴　No.１
浜松市権現谷土地区画整理組合の清算に係る決算
報告について（承認）

昭和５３年度 (起)昭53.10.23 計画課
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3808 6 決算報告書綴　No.１
浜松市上島土地区画整理組合の決算報告について
（承認）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.20
(決)昭53. 9.25
(施)昭53. 9.25

計画課

3808 7 決算報告書綴　No.１
浜松市袖紫ヶ森土地区画整理組合の清算に係る決
算報告の承認について

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 7
(施)昭53. 7.12

計画課

3808 8 決算報告書綴　No.１
沼津市原西添土地区画整理組合の決算報告の承認
について（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53. 6.28 計画課

3808 9 決算報告書綴　No.１
静岡市下川原北土地区画整理組合の決算報告の承
認について

昭和５３年度 (起)昭53. 5.11 計画課

3808 10 決算報告書綴　No.１
静岡市上川原土地区画整理組合の決算報告の承認
について

昭和５３年度 (起)昭53. 5.11 計画課

3808 11 決算報告書綴　No.１
三島市川原ヶ谷土地区画整理組合の決算報告の承
認について（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53. 4. 7 計画課

3808 12 決算報告書綴　No.１
沼津市東熊堂土地区画整理組合の決算報告の承認
について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭53. 3.22 計画課

3808 13 決算報告書綴　No.１
焼津市田尻北土地区画整理組合の決算報告書につ
いて（承認）

昭和５２年度 (起)昭53. 2.23 計画課

3808 14 決算報告書綴　No.１
東伊豆町片瀬土地区画整理組合の決算報告の承認
について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭53. 2.21 計画課

3808 15 決算報告書綴　No.１
西遠広域都市計画事業豊隆土地区画整理組合の決
算報告書の承認について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7.14
(施)昭52. 7.14

計画課

3808 16 決算報告書綴　No.１
富士市津田土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.23
(決)昭52. 6.29
(施)昭52. 6.29

計画課

3808 17 決算報告書綴　No.１
磐田市富士見台土地区画整理事業の決算報告の承
認について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 5.27 計画課

3808 18 決算報告書綴　No.１
沼津市島郷土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 4
(決)昭52. 5. 6

計画課

3808 19 決算報告書綴　No.１
沼津市下香貫土地区画整理組合の決算報告書の承
認について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.28

計画課

3808 20 決算報告書綴　No.１
浜松市安松土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 5
(決)昭52. 3. 9
(施)昭52. 3.10

計画課

3808 21 決算報告書綴　No.１
浜松市蒲北土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.11.30
(施)昭51.11.30

計画課

3808 22 決算報告書綴　No.１
静岡市みずほ土地区画整理組合の決算報告の承認
について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.26
(決)昭51.11. 4
(施)昭51.11. 5

計画課

3808 23 決算報告書綴　No.１
浜松市東伊場土地区画整理組合の決算報告の承認
について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.16
(決)昭51.10.21

計画課

3808 24 決算報告書綴　No.１
修善寺町柏久保土地区画整理組合の決算報告の承
認について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.30
(決)昭51.10. 4
(施)昭51.10. 4

計画課

3808 25 決算報告書綴　No.１
南伊豆町中木地区災害復興土地区画整理組合の決
算報告書の承認について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 9.27 計画課

3808 26 決算報告書綴　No.１
掛川市下西郷土地区画整理組合の決算報告の承認
について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.27
(決)昭51. 8.31
(施)昭51. 9. 1

計画課
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3808 27 決算報告書綴　No.１
三島市城山土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 8
(決)昭51. 7.13
(施)昭51. 7.13

計画課

3808 28 決算報告書綴　No.１
掛川市七日新日土地区画整理組合の決算報告の承
認について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(決)昭51. 5.24
(施)昭51. 5.26

計画課

3808 29 決算報告書綴　No.１
下田市中土地区画整理組合の決算報告の承認につ
いて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.23
(決)昭51. 1.27
(施)昭51. 1.27

計画課

3808 30 決算報告書綴　No.１
掛川市金城土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.23
(決)昭51. 1.27
(施)昭51. 1.27

計画課

3808 31 決算報告書綴　No.１
浜松市茄子川土地区画整理組合の決算報告の承認
について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭51. 1. 5 計画課

3808 32 決算報告書綴　No.１
森町第一土地区画整理組合の決算報告の承認につ
いて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 9.11
(決)昭50. 9.19
(施)昭50. 9.19

計画課

3808 33 決算報告書綴　No.１
浜松市上西土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.29
(決)昭50. 9. 1
(施)昭50. 9. 1

計画課

3808 34 決算報告書綴　No.１
浜松市植松土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.21
(決)昭50. 7.23
(施)昭50. 7.23

計画課

3808 35 決算報告書綴　No.１
袋井市久能土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.15
(決)昭50. 5.21
(施)昭50. 5.21

計画課

3808 36 決算報告書綴　No.１
袋井市上山梨土地区画整理組合の決算報告書の承
認について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭50. 3.24 計画課

3808 37 決算報告書綴　No.１
掛川市花崎土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて（伺い）

昭和４９年度 (起)昭50. 3.24 計画課

3808 38 決算報告書綴　No.１
島田市北島土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 8
(決)昭50. 3.20
(施)昭50. 3.20

計画課

3808 39 決算報告書綴　No.１
富士川町小池土地区画整理組合の決算報告書の承
認について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 4
(決)昭50. 1. 5
(施)昭50. 1. 5

計画課

3808 40 決算報告書綴　No.１
掛川市上張土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.12. 3
(施)昭49.12.16

計画課

3808 41 決算報告書綴　No.１
浜松市伊場西土地区画整理組合の決算報告書の承
認について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.22
(決)昭49. 7. 1
(施)昭49. 7. 2

計画課

3808 42 決算報告書綴　No.１
沼津市筒井土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 4.19
(決)昭49. 4.27
(施)昭49. 4.30

計画課

3809 1 49年伊豆大島近海地震等記録書 ７．11伊豆半島集中豪雨による被害状況写真 昭和４９年度 建築課

3810 1 新熱海ホテル独身寮関係設計委託
昭和46年度新熱海ホテル従業員宿舎建築工事設計
料変更について

昭和４６年度 (起)昭47. 1.26 営繕課

3810 2 新熱海ホテル独身寮関係設計委託
昭和46年度新熱海ホテル従業員宿舎建築工事設計
委託について

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 2
(決)昭47. 2. 2

営繕課

3811 1 新熱海ホテル独身寮関係建築工事 竣功検査復命書 昭和４７年度 (起)昭47. 8.19 営繕課

3811 2 新熱海ホテル独身寮関係建築工事 昭和46年度営繕工事施行について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.25 営繕課
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3812 1
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

新熱海ホテル従業員宿舎竣工式について 昭和４７年度 (起)昭47. 8. 7 職員厚生課

3812 2
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

感謝状の贈呈について 昭和４７年度 (起)昭47. 8. 7 職員厚生課

3812 3
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

昭和47年度不動産投資資金（長期借入金）資金請
求について

昭和４７年度 (起)昭47. 8.19 職員厚生課

3812 4
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

昭和47年度不動産投資資金（長期借入金）資金請
求について

昭和４７年度 (起)昭47. 7.17 職員厚生課

3812 5
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

昭和47年度不動産投資資金（長期借入金）資金請
求について

昭和４７年度 (起)昭47. 6.14 職員厚生課

3812 6
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

昭和46年度不動産投資資金（長期借入金）資金請
求について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.14
(施)昭47. 3.14

職員厚生課

3812 7
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

従業員宿舎の着工報告書の提出について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 3
(施)昭47. 3. 6

職員厚生課

3812 8
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

施設設置計画書の提出について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.10 職員厚生課

3812 9
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

昭和46年度不動産投資資金（長期借入金）追加配
分申請について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(施)昭46. 9.20

職員厚生課

3812 10
新熱海ホテル独身寮関係（建築全
般）

新熱海ホテル従業員宿舎等の建設工事について
（依頼）

昭和４６年度
(起)昭46.10.30
(決)昭46.11. 2

職員厚生課

3813 1
新熱海ホテル独身寮関係（電気工
事）

竣功検査復命書 昭和４７年度 (起)昭47. 8.19 営繕課

3813 2
新熱海ホテル独身寮関係（電気工
事）

昭和46年度営繕工事施工について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.27 営繕課

3814 1
新熱海ホテル独身寮関係（衛生・
暖房工事）

竣功検査復命書 昭和４７年度 (起)昭47. 8.19 営繕課

3814 2
新熱海ホテル独身寮関係（衛生・
暖房工事）

昭和46年度営繕工事施工について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.27 営繕課

3815 1
新熱海ホテル独身寮関係（電気工
事竣工図）

引渡書 昭和４７年度 (収)昭47. 8.17 大川電気商会

3816 1
新熱海ホテル独身寮関係（衛生・
暖房工事竣工図）

引渡書 昭和４７年度 (収)昭47. 8.17 三ツ星工業

3816 2
新熱海ホテル独身寮関係（衛生・
暖房工事竣工図）

引渡書 昭和４７年度 (収)昭47. 8.17 石井建設

3817 1
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の施設設置計画書

新伊豆ホテル従業員宿舎等建設工事着工報告書の
提出について（うかがい）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.26 職員厚生課

3817 2
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の施設設置計画書

新伊豆ホテル従業員宿舎等の施設計画書の提出に
ついて

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 4
(決)昭47. 2. 8

職員厚生課

3818 1
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

地方職員共済組合名義となっている県道敷の所有
権移転登記に必要な書類の交付申請について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.13
(決)昭50. 3.13
(施)昭50. 3.14

職員厚生課

3818 2
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

不動産登記に必要な書類の作成について 昭和４６年度 (起)昭47. 1. 8 職員厚生課

345 ページ



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

3818 3
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

土地売買契約及び所有権移転登記の完了について
（供覧）

昭和４７年度 (起)昭47. 9.18 職員厚生課

3818 4
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

土地売買契約の締結について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職員厚生課

3818 5
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

不動産取得について（うかがい） 昭和４７年度 (起)昭47. 8.15 職員厚生課

3818 6
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

昭和47年度不動産投資資金の追加配分の承認につ
いて（供覧）

昭和４７年度 (起)昭48. 2.26 職員厚生課

3818 7
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

施設設置計画書の提出について（うかがい） 昭和４７年度 (起)昭47. 8.28 職員厚生課

3818 8
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

新伊豆ホテル土地購入について 昭和４７年度
(起)昭47.10. 7
(決)昭47.10. 7

職員厚生課

3818 9
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

不動産投資資金（長期借入金）の資金請求につい
て

昭和４７年度 (起)昭48. 2.  職員厚生課

3818 10
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

昭和47年度不動産投資資金の追加配分の内定につ
いて

昭和４７年度 (起)昭47.11. 6 職員厚生課

3818 11
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

昭和47年度不動産投資資金（長期借入金）の追加
配分の申請について

昭和４７年度 (起)昭47. 8.11 職員厚生課

3818 12
新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房増
改築の土地取得関係

不動産鑑定評価の結果について（供覧） 昭和４７年度 (起)昭47. 7.22 職員厚生課

3819 1
新伊豆ホテル従業員宿舎新築その
他工事　No.１

竣功検査復命書 昭和４７年度 (起)昭47.10.11 営繕課

3819 2
新伊豆ホテル従業員宿舎新築その
他工事　No.１

昭和47年度営繕工事設計変更について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.  営繕課

3819 3
新伊豆ホテル従業員宿舎新築その
他工事　No.１

新伊豆ホテル従業員宿舎・厨房等増改築工事の施
行について

昭和４７年度 (起)昭47. 5.23 営繕課

3820 1
新伊豆ホテル従業員宿舎新築その
他工事　No.２

（新伊豆ホテル従業員宿舎新築及びその他工事）
入札結果について

昭和４７年度 (起)昭47. 5.31 職員厚生課

3821 1
新伊豆ホテル従業員宿舎新築その
他工事　No.３

完成届 昭和４７年度 (収)昭47.10. 3
鈴木建設株式会
社

3822 1 設計委託契約書 設計図書納付書 昭和４７年度 (収)昭47. 5.13 吉川設計事務所

3822 2 設計委託契約書
新伊豆ホテル従業員宿舎、厨房増改築工事の設計
委託について

昭和４６年度 (起)昭47. 3.21 職員厚生課

3823 1 確認通知書（建築物）No.１ 確認通知書（調理室・洗濯室・渡り廊下） 昭和４７年度 (決)昭47. 6.14 営繕課

3824 1 確認通知書（建築物）No.２ 確認通知書（従業員宿舎・ボイラー室） 昭和４７年度 (決)昭47. 6.14 営繕課

3825 1 浜名荘本館増改築衛生工事 竣功検査復命書 昭和４９年度 (起)昭49.12. 9 営繕課

3825 2 浜名荘本館増改築衛生工事 昭和48年度営繕工事設計変更について 昭和４９年度 (起)昭49.11. 5 営繕課
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3825 3 浜名荘本館増改築衛生工事 入札執行伺 昭和４８年度 (起)昭49. 2.20 営繕課

3826 1 浜名荘本館増改築電話工事 竣功検査復命書 昭和４９年度 (起)昭49.12. 9 営繕課

3826 2 浜名荘本館増改築電話工事 入札執行伺 昭和４８年度 (起)昭49. 2.20 営繕課

3827 1 浜名荘本館増改築空調工事 竣功検査復命書 昭和４９年度 (起)昭49.12. 9 営繕課

3827 2 浜名荘本館増改築空調工事 昭和48年度営繕工事設計変更について 昭和４９年度 (起)昭49.11. 5 営繕課

3827 3 浜名荘本館増改築空調工事 入札執行伺 昭和４８年度 (起)昭49. 2.20 営繕課

3828 1 浜名荘本館増改築電気工事 竣功検査復命書 昭和４９年度 (起)昭49.12. 9 営繕課

3828 2 浜名荘本館増改築電気工事 昭和48年度営繕工事設計変更について 昭和４９年度 (起)昭49.11. 5 営繕課

3828 3 浜名荘本館増改築電気工事 入札執行伺 昭和４８年度 (起)昭49. 2.20 営繕課

3829 1 浜名荘従業員宿舎入札結果 浜名荘従業員宿舎入札結果 昭和４８年度 (決)昭48.12. 1 営繕課

3830 1 浜名荘増改築工事設計書 浜名荘増改築工事設計書 昭和４８年度 営繕課

3831 1 浜名荘従業員宿舎建築工事 竣功検査復命書 昭和４８年度 (起)昭49. 3.23 営繕課

3831 2 浜名荘従業員宿舎建築工事 昭和48年度営繕工事設計変更について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.22 営繕課

3831 3 浜名荘従業員宿舎建築工事 入札執行伺 昭和４８年度 (起)昭48.12.22 営繕課

3832 1 浜名荘従業員宿舎電気工事 竣功検査復命書 昭和４８年度 (起)昭49. 3.23 営繕課

3832 2 浜名荘従業員宿舎電気工事 昭和48年度営繕工事設計変更について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.25 営繕課

3832 3 浜名荘従業員宿舎電気工事 入札執行伺 昭和４８年度 (起)昭48.11. 5 営繕課

3833 1 浜名荘従業員宿舎衛生工事 竣功検査復命書 昭和４８年度 (起)昭49. 3.23 営繕課

3833 2 浜名荘従業員宿舎衛生工事 昭和48年度営繕工事設計変更について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.20
(決)昭49. 2.20

営繕課

3833 3 浜名荘従業員宿舎衛生工事 入札執行伺 昭和４８年度 (起)昭48.11. 5 営繕課

3834 1 浜名荘従業員宿舎引継書 引継書 昭和４８年度 (起)昭49. 3.22 営繕課
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3835 1 浜名荘本館増改築電気工事竣功図 浜名荘本館増改築電気工事竣功図 昭和４９年度 (収)昭49.11.30 木伏電気工業所

3836 1 浜名荘従業員宿舎衛生工事竣功図 浜名荘本館増改築衛生工事竣功図 昭和４９年度 (収)昭49.11.30
遠州配管工業株
式会社

3837 1 浜名荘増改築電話工事竣功図 浜名荘本館増改築工事電話設備工事竣功図 昭和４９年度
ホンゴー通信工
業株式会社

3838 1 浜名荘増改築空調工事完成図 浜名荘本館増改築工事空調設備工事完成図 昭和４９年度
日管興業株式会
社

3839 1 浜名荘本館増改築工事
浜名荘従業員食堂、支配人宿舎及び一階一部改装
工事の請負契約書の締結について

昭和４４年度 (起)昭44.11.10 職員厚生課

3839 2 浜名荘本館増改築工事 浜名荘支配人住宅の増築について 昭和４４年度 (起)昭44.10. 8 職員厚生課

3839 3 浜名荘本館増改築工事
浜名荘従業員食堂及び売店工事について （うか
がい）

昭和４４年度 (起)昭44. 9.24 職員厚生課

3840 1 市場公募債関係 昭和53年度静岡県市場公募債の発行について 昭和５３年度 (起)昭53.11.13 財政課

3840 2 市場公募債関係 昭和53年度市場公募債の発行要望について 昭和５３年度 (起)昭53. 7.  財政課

3840 3 市場公募債関係 昭和53年度市場公募債の発行要望について 昭和５３年度 (起)昭53.10.  財政課

3840 4 市場公募債関係 昭和53年度静岡県市場公募債の発行について 昭和５３年度 財政課

3840 5 市場公募債関係 昭和53年度市場公募債の発行要望について 昭和５２年度 (起)昭52.12. 7 財政課

3840 6 市場公募債関係
静岡県昭和52年度第２回市場公募債の発行につい
て

昭和５２年度
(起)昭52.10.14
(決)昭52.10.21

財政課

3840 7 市場公募債関係 昭和52年市場公募地方債の追加発行要望について 昭和５２年度 (起)昭52.10.12 財政課

3840 8 市場公募債関係 静岡県昭和52年第１回市場公募債の発行について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.  財政課

3840 9 市場公募債関係
昭和52年度市場公募債の発行要望について（変更
分）

昭和５２年度 (起)昭52. 7.19 財政課

3840 10 市場公募債関係 昭和52年度市場公募債の発行要望について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.15
(決)昭52. 6.15
(施)昭52. 6.15

財政課

3840 11 市場公募債関係 昭和52年度市場公募債の発行要望額について 昭和５１年度
(起)昭51.11.20
(決)昭51.11.30
(施)昭51.11.30

財政課

3840 12 市場公募債関係
昭和51年度第１回静岡県公募債の償還年次表につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 9.20 会計課

3840 13 市場公募債関係
昭和50年度第１回・第２回静岡県公募債の償還年
次表について

昭和５１年度 (収)昭51. 5.17 会計課

3840 14 市場公募債関係 昭和51年度市場公募債月別発行要望額について 昭和５１年度 (起)昭51. 7. 2 財政課
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3840 15 市場公募債関係
昭和50年度（51年３月分）市場公募債発行要望額
について

昭和５０年度 (起)昭51. 2.12 財政課

3840 16 市場公募債関係 昭和51年度市場公募債の発行要望額について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.23
(決)昭51. 1.26
(施)昭51. 1.26

財政課

3840 17 市場公募債関係
昭和50年度（51年１月分）市場公募債発行要望額
について

昭和５０年度
(起)昭50.12. 2
(決)昭50.12. 6

財政課

3840 18 市場公募債関係 昭和50年度市場公募債発行要望額について 昭和５０年度 財政課

3840 19 市場公募債関係
昭和49年度（50年３月分）市場公募債発行要望額
について

昭和４９年度 (起)昭50. 2. 6 財政課

3840 20 市場公募債関係
昭和50年度市場公募債月別発行要望額について
（回答）

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 3
(決)昭50. 3. 5
(施)昭50. 3. 5

財政課

3840 21 市場公募債関係 昭和50年度市場公募債の発行要望について 昭和４９年度
(起)昭49.10.23
(決)昭49.10.23
(施)昭49.10.24

財政課

3840 22 市場公募債関係 昭和49年度市場公募債の発行予定額について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(決)昭49.10. 1
(施)昭49.10. 1

財政課

3840 23 市場公募債関係
昭和49年度市場公募債発行要望事業一覧表の提出
について

昭和４８年度 (起)昭49. 2.12 財政課

3840 24 市場公募債関係 昭和49年度市場公募債の発行予定額について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 3
(施)昭48.12.10

財政課

3840 25 市場公募債関係 昭和48年11月分市場公募債発行要望額について 昭和４８年度
(起)昭48.10.11
(決)昭48.10.11
(施)昭48.10.18

財政課

3840 26 市場公募債関係 市場公募債の発行時期等について（回答） 昭和４８年度 (起)昭48. 9.14 財政課

3840 27 市場公募債関係
昭和48年度市場公募債発行要望事業一覧表の提出
について

昭和４７年度 (起)昭48. 2. 8 財政課

3841 1 48市場公募地方債 市場公募地方債発行の準備事務概要 昭和４８年度 会計課

3841 2 48市場公募地方債 市場公募地方債発行事務の手引 会計課

3842 1 48静岡県公募債　No.２
復命書（公募地方債の自治省地方債課ヒアリン
グ）

会計課

3842 2 48静岡県公募債　No.２ 静岡県公債規則の制定について 昭和４８年度 会計課

3843 1 49第１回静岡県公募債 静岡県公募債の発行経費の支出について 昭和４９年度 (起)昭50. 3.22 会計課

3843 2 49第１回静岡県公募債 当初登録手数料の支出について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.31
(決)昭50. 3.31

会計課

3843 3 49第１回静岡県公募債 昭和49年度第１回静岡県公募債の償還表について 昭和５０年度
(起)昭50.10. 2
(決)昭50.10. 8
(施)昭50.10. 8

会計課

3843 4 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債証券原簿の作成に
ついて

昭和４９年度 (起)昭50. 3.  会計課
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3843 5 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債証券の納入につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 7
(決)昭50. 5.10
(施)昭50. 5.12

会計課

3843 6 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債の償還年次表につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 4.17
(決)昭50. 4.19
(施)昭50. 4.19

会計課

3843 7 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債券面金額別発行枚
数の決定およびせん札原簿の作成について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.17
(決)昭50. 4.19
(施)昭50. 4.19

会計課

3843 8 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債募集の広報用チラ
シの印刷および発送について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭50. 2.21 会計課

3843 9 49第１回静岡県公募債 昭和49年度第１回静岡県公募債申込証の供覧 昭和４９年度 (起)昭50. 3.26 会計課

3843 10 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債の日刊紙による広
報について

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 4
(決)昭50. 3. 4

会計課

3843 11 49第１回静岡県公募債 昭和49年度第１回静岡県公募債の発行について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.27
(決)昭50. 2.27
(施)昭50. 2.27

会計課

3843 12 49第１回静岡県公募債 静岡県公募債発行要領の県公報登載について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.27
(決)昭50. 2.27

会計課

3843 13 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債の発行について
（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.12
(決)昭50. 2.15

会計課

3843 14 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債引受シ団編成会議
開催について

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 8
(決)昭50. 2.10
(施)昭50. 2.10

会計課

3843 15 49第１回静岡県公募債
昭和49年度第１回静岡県公募債の発行事務日程に
ついて（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 1
(決)昭50. 2. 4

会計課

3844 1 49第１回静岡県公募債（参考綴） 公募地方債に関する資料 昭和４９年度 (収)昭50. 2. 4
大和証券株式会
社

3845 1 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債証券の検収につい
て

昭和５０年度 (起)昭51. 3.30 会計課

3845 2 50公募公債（１） 公募債当初登録手数料の支出について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.18
(決)昭51. 2.27
(施)昭51. 3. 9

会計課

3845 3 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債証券原簿の作成に
ついて

昭和５０年度
(起)昭51. 2.12
(決)昭51. 2.17

会計課

3845 4 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債券面金額別発行枚
数の決定およびせん札原簿の作成について

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 6
(決)昭51. 2.10
(施)昭51. 2.10

会計課

3845 5 50公募公債（１） 公募債発行割引料の支払（振替）について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.19
(決)昭51. 1.19

会計課

3845 6 50公募公債（１） 公募債引受手数料の支払について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.19
(決)昭51. 1.19

会計課

3845 7 50公募公債（１） 公募債委託手数料の支払について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.19
(決)昭51. 1.19

会計課

3845 8 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債の申込証について
（供覧）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.29
(決)昭51. 2. 2

会計課

3845 9 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債の契約書の締結に
ついて（供覧）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.26
(決)昭51. 1.27

会計課
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3845 10 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債の日刊紙による広
報について

昭和５０年度
(起)昭50.12.26
(決)昭50.12.27

会計課

3845 11 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債発行要領の県公報
登載について

昭和５０年度
(起)昭50.12.22
(決)昭50.12.23

会計課

3845 12 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債の広報用チラシの
印刷及び発送について

昭和５０年度
(起)昭50.12.22
(決)昭50.12.24

会計課

3845 13 50公募公債（１）
昭和50年度第１回静岡県公募債引受シ団打合せ会
の開催について

昭和５０年度
(起)昭50.12. 3
(決)昭50.12. 5
(施)昭50.12. 5

会計課

3845 14 50公募公債（１） 昭和50年度第１回静岡県公募債の発行について 昭和５０年度
(起)昭50.12.13
(決)昭50.12.22

会計課

3846 1 50公募公債（２）
昭和50年度第２回静岡県公募債証券の交付につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 9
(決)昭51. 6. 9

会計課

3846 2 50公募公債（２）
昭和50年度第１回・第２回静岡県公募債の償還年
次表について（供覧）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.14
(決)昭51. 5.17
(施)昭51. 5.17

会計課

3846 3 50公募公債（２） 公募債登録手数料の支払いについて 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 2
(決)昭51. 3. 2

会計課

3846 4 50公募公債（２）
昭和50年度第２回静岡県公募債券面金額別発行枚
数の決定およびせん札原簿の作成について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

会計課

3846 5 50公募公債（２）
昭和50年度第２回静岡県公募債証券の印刷につい
て

昭和５０年度
(起)昭51. 3.31
(決)昭51. 3.31

会計課

3846 6 50公募公債（２）
昭和50年度第２回静岡県公募債証券原簿の作成に
ついて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.31
(決)昭51. 3.31

会計課

3846 7 50公募公債（２） 公募債新聞広告料の支払について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3. 5

会計課

3846 8 50公募公債（２） 公募債引受手数料の支払について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.17

会計課

3846 9 50公募公債（２） 公募債委託手数料の支払について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.17

会計課

3846 10 50公募公債（２） 公募債発行割引料の支払（振替）について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.17

会計課

3846 11 50公募公債（２）
昭和50年度第２回静岡県公募債の申込証について
（供覧）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.29
(決)昭51. 3.29

会計課

3846 12 50公募公債（２） 静岡県公募債発行要領の県公報登載について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.26

会計課

3846 13 50公募公債（２）
昭和50年度第２回静岡県公募債の日刊紙による広
報について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.27

会計課

3846 14 50公募公債（２）
昭和50年度第２回静岡県公募債の広報用チラシの
印刷及び発送について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.19
(決)昭51. 2.24

会計課

3846 15 50公募公債（２）
昭和50年度第２回静岡県公募債の発行について
（事前施工伺）

昭和５０年度
(起)昭51. 2.12
(決)昭51. 2.16

会計課

3847 1 地方債台帳（交付税算入分） 地方交付税の算定に用いる基礎数値について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.16
(決)昭52. 5.16
(施)昭52. 5.17

財政課
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3847 2 地方債台帳（交付税算入分） 昭和50年度公債台帳 昭和５０年度 財政課

3847 3 地方債台帳（交付税算入分） 昭和49年度公債台帳 昭和４９年度 財政課

3847 4 地方債台帳（交付税算入分） 昭和49年度公債台帳　訂正分 昭和４９年度 財政課

3847 5 地方債台帳（交付税算入分） 昭和48年度公債台帳 昭和４８年度 財政課

3848 1 48会計検査（新産等） 会計検査起債事業調査表等の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.14 財政課

3849 1
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

清水港江尻工業用地整備事業 昭和４６年度 財政課

3849 2
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

御前崎港工業用地整備事業 昭和４６年度 財政課

3849 3
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

御前崎港工業用地整備事業 昭和４７年度 財政課

3849 4
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

函南有料道路事業 昭和４７年度 財政課

3849 5
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

有料道路冷川トンネル建設事業 昭和４７年度 財政課

3849 6
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

有料道路冷川トンネル建設事業 昭和４８年度 財政課

3849 7
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

有料道路弁天大橋建設事業 昭和４７年度 財政課

3849 8
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

有料道路弁天大橋建設事業 昭和４８年度 財政課

3849 9
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

清水港江尻工業用地整備事業 昭和４６年度 財政課

3849 10
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

御前崎港工業用地整備事業 昭和４６年度 財政課

3849 11
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

御前崎港工業用地整備事業 昭和４７年度 財政課

3849 12
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

函南有料道路事業 昭和４７年度 財政課

3849 13
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

有料道路冷川トンネル建設事業 昭和４７年度 財政課

3849 14
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

有料道路冷川トンネル建設事業 昭和４８年度 財政課

3849 15
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

有料道路弁天大橋建設事業 昭和４７年度 財政課

3849 16
48会計検査調査表（起債県・道路
公社）

有料道路弁天大橋建設事業 昭和４８年度 財政課
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3850 1 46地方交付税資料
昭和46年度 地方交付税の基礎数値の報告につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 5.15
(決)昭46. 5.15
(施)昭46. 5.15

税務課

3850 2 46地方交付税資料
法人税割および法人事業税の課税標準額について
（報告）

昭和４６年度
(起)昭46. 9.27
(決)昭46. 9.27
(施)昭46. 9.27

税務課

3850 3 46地方交付税資料
法人税割および法人事業税の課税標準額の調査に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46.12.13
(施)昭46.12.14

税務課

3850 4 46地方交付税資料
法人税割および法人事業税の課税標準額の調査等
について

昭和４６年度
(起)昭46.11.12
(決)昭46.11.17
(施)昭46.11.17

税務課

3851 1 47地方交付税関係資料
昭和47年度地方交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて（照会）

昭和４７年度 (収)昭47. 4.18 財政課

3851 2 47地方交付税関係資料 昭和47年度地方交付税資料について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.22
(決)昭47. 4.22
(施)昭47. 4.22

税務課

3851 3 47地方交付税関係資料 昭和47年度地方交付税の基礎数値について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.15
(決)昭47. 5.18
(施)昭47. 5.18

税務課

3851 4 47地方交付税関係資料 昭和47年度地方交付税算出資料について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.22
(決)昭47. 7.22
(施)昭47. 7.24

税務課

3851 5 47地方交付税関係資料
法人税割および法人事業税の課税標準額について
（報告）

昭和４７年度
(起)昭47.10. 3
(決)昭47.10. 3

税務課

3851 6 47地方交付税関係資料
県民税の法人税割および法人事業税の課税標準額
について（照会）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.22
(決)昭47. 9.22
(施)昭47. 9.22

税務課

3851 7 47地方交付税関係資料
法人税割および法人事業税の課税標準額の調査等
について

昭和４７年度
(起)昭47.11.14
(決)昭47.11.14
(施)昭47.11.14

税務課

3851 8 47地方交付税関係資料
法人税割および法人事業税の課税標準額に関する
調について（報告）

昭和４７年度
(起)昭47.12.12
(決)昭47.12.13
(施)昭47.12.13

税務課

3852 1
48地方交付税関係資料（交付税検
査）

歳出還付にかかる減額課税標準額調について 昭和４８年度
(起)昭48.11.27
(決)昭48.11.27
(施)昭48.11.27

税務課

3852 2
48地方交付税関係資料（交付税検
査）

普通交付税の算定資料について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 4
(決)昭49. 2. 5
(施)昭49. 2. 5

税務課

3852 3
48地方交付税関係資料（交付税検
査）

普通交付税に関する自治大臣の検査について 昭和４８年度 (収)昭48.10. 8 財政課

3853 1 48地方交付税関係資料
昭和48年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（照会）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.14
自治省財政局交
付税課長

3853 2 48地方交付税関係資料
昭和48年度普通交付税の額の算定に用いる基礎資
料について

昭和４８年度
(起)昭48. 4.17
(決)昭48. 4.18
(施)昭48. 4.18

税務課

3853 3 48地方交付税関係資料
昭和48年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.15
(決)昭48. 5.17
(施)昭48. 5.18

税務課

3853 4 48地方交付税関係資料
昭和48年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（報告）

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 6
(決)昭48. 6. 6
(施)昭48. 6. 6

税務課

3853 5 48地方交付税関係資料 昭和48年度普通交付税の算出について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.26
(決)昭48. 7.26

税務課

3853 6 48地方交付税関係資料 法人税割および法人事業税の課税標準額について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.19
(決)昭48. 9.19
(施)昭48. 9.19

税務課
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3853 7 48地方交付税関係資料
法人税割および法人事業税の課税標準額等調につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48.12.14
(決)昭48.12.15
(施)昭48.12.15

税務課

3853 8 48地方交付税関係資料 昭和48年度普通交付税の再算定について（供覧） 昭和４８年度 (起)昭49. 1.21 税務課

3854 1 49地方交付税資料
昭和49年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（照会）

昭和４９年度 (収)昭49. 4.20
自治省財政局交
付税課長

3854 2 49地方交付税資料
昭和49年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値調（間税関係）に係る説明会について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 4.17
(決)昭49. 4.17
(施)昭49. 4.17

税務課

3854 3 49地方交付税資料
昭和49年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.24
(決)昭49. 4.25
(施)昭49. 4.26

税務課

3854 4 49地方交付税資料
昭和49年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（報告）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.24
(決)昭49. 5.24
(施)昭49. 5.24

税務課

3855 1 50地方交付税資料
昭和50年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（照会）

昭和５０年度 (収)昭50. 4.22 財政課

3855 2 50地方交付税資料
昭和50年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（照会）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.24
(決)昭50. 4.25
(施)昭50. 4.25

税務課

3855 3 50地方交付税資料
昭和50年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（報告）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.17
(決)昭50. 5.19

税務課

3855 4 50地方交付税資料 道府県税のうち法人関係税の調定状況調について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 8
(決)昭50. 7. 8
(施)昭50. 7. 8

税務課

3855 5 50地方交付税資料 昭和50年度地方交付税の額の算定について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.22 税務課

3856 1 広域市町村圏計画策定関係
昭和47年度における広域市町村圏の振興整備につ
いて

昭和４７年度 (起)昭47. 5.17 企画課

3856 2 広域市町村圏計画策定関係 広域市町村圏の振興整備について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.14
(決)昭47. 4.17
(施)昭47. 4.17

企画課

3856 3 広域市町村圏計画策定関係 広域市町村圏の振興整備に関する事務について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.14
(決)昭47. 4.17
(施)昭47. 4.17

企画課

3856 4 広域市町村圏計画策定関係
昭和47年度広域市町村圏の設定にかかるヒアリン
グについて

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 2
(決)昭47. 5. 6
(施)昭47. 5. 6

企画課

3856 5 広域市町村圏計画策定関係
昭和47年度広域市町村圏振興整備事業費補助金の
交付申請にかかるヒアリングについて

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 2
(決)昭47. 5. 6
(施)昭47. 5. 6

企画課

3856 6 広域市町村圏計画策定関係 広域市町村圏計画の送付について 昭和４７年度 (起)昭47. 4.14 企画課

3856 7 広域市町村圏計画策定関係 広域市町村圏計画の策定について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 4
(決)昭47. 3.13
(施)昭47. 3.14

企画課

3856 8 広域市町村圏計画策定関係 広域市町村圏計画（実施計画）の策定について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 4
(決)昭47. 3. 8
(施)昭47. 3. 9

企画課

3856 9 広域市町村圏計画策定関係
広域市町村圏計画策定のための基礎調査表の送付
について

昭和４６年度
(起)昭46.10.18
(決)昭46.10.20
(施)昭46.10.23

企画課

3856 10 広域市町村圏計画策定関係
広域市町村圏計画にかかる基本計画及び実施計画
のヒアリングについて（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.11.12
(決)昭46.11.13
(施)昭46.11.17

企画課
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3856 11 広域市町村圏計画策定関係
昭和46年度における広域市町村圏の振興整備につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 2
(決)昭46. 8. 2
(施)昭46. 8. 4

企画課

3856 12 広域市町村圏計画策定関係 昭和46年度広域市町村圏の設定について（通知） 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 8
(決)昭46. 7. 8
(施)昭46. 7. 8

企画課

3856 13 広域市町村圏計画策定関係 昭和46年度広域市町村圏の設定について（通知） 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 2
(決)昭46. 8. 2
(施)昭46. 8. 4

企画課

3856 14 広域市町村圏計画策定関係
広域市町村圏振興整備にかかる昭和47年度以降３
ケ年度の実施計画の策定について

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 2
(決)昭46. 8. 2
(施)昭46. 8. 4

企画課

3856 15 広域市町村圏計画策定関係
昭和46年度における広域市町村圏の振興整備につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 4.21
(決)昭46. 4.23
(施)昭46. 4.23

企画課

3856 16 広域市町村圏計画策定関係
昭和46年度における広域市町村圏の振興整備につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 5.17
(決)昭46. 5.18
(施)昭46. 5.18

企画課

3857 1 広域市町村圏設置届出
広域市町村圏協議会設置の届出について（中遠地
区）

昭和４６年度 (起)昭46. 8.23 地方課

3857 2 広域市町村圏設置届出
広域市町村圏協議会設置の届出について（駿豆地
区）

昭和４６年度 (起)昭46. 9.16 地方課

3857 3 広域市町村圏設置届出
広域市町村圏協議会設置の届出について（西遠地
区）

昭和４６年度 (起)昭46. 8.14 地方課

3857 4 広域市町村圏設置届出
広域市町村圏協議会設置の届出について（南伊豆
地区）

昭和４７年度 (起)昭47. 8.31 地方課

3857 5 広域市町村圏設置届出
広域市町村圏協議会設置の届出について（静清庵
地区）

昭和４７年度 (収)昭47.11. 1 静岡市長他

3857 6 広域市町村圏設置届出
広域市町村圏協議会設置の届出について（志太地
区）

昭和４７年度 (収)昭47.10. 2 焼津市長他

3857 7 広域市町村圏設置届出
広域市町村圏協議会設置の届出について（富士地
区）

昭和４７年度 (収)昭47. 8.31 富士市長他

3857 8 広域市町村圏設置届出
広域市町村圏協議会設置の届出について（北遠地
区）

昭和４７年度 (収)昭47.10.11 天竜市長他

3858 1 広域市町村圏関係
広域市町村圏計画における事業費および事業の執
行状況等について（依頼）

昭和５０年度 (収)昭50. 6.24
自治省行政局振
興課長

3858 2 広域市町村圏関係
昭和51年度広域市町村圏計画における重点事業に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 7
(決)昭51. 5. 8
(施)昭51. 5. 8

市町村課

3858 3 広域市町村圏関係 広域市町村圏計画（基本計画）の変更について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.23
(決)昭51. 6.23
(施)昭51. 6.23

市町村課

3858 4 広域市町村圏関係 広域市町村圏計画案の協議について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.25
(決)昭51. 3.25
(施)昭51. 3.26

地方課

3858 5 広域市町村圏関係
広域市町村圏における主要広域事務処理システム
の調査について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 3. 4
(施)昭51. 3. 4

市町村課

3858 6 広域市町村圏関係 市町村基本計画の概要について 昭和５１年度 (起)昭51. 4. 8 地方課

3858 7 広域市町村圏関係 広域市町村圏広域行政施設調査について 昭和５０年度 (起)昭50. 8.23 地方課
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3858 8 広域市町村圏関係 広域市町村圏広域行政施設調査について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.11
(決)昭50. 7.12
(施)昭50. 7.14

市町村課

3858 9 広域市町村圏関係
広域市町村圏計画における事業費及び事業の執行
状況等について

昭和５０年度 (起)昭50. 6.27 地方課

3858 10 広域市町村圏関係
広域市町村圏における主要広域事務処理システム
の調査について

昭和５１年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 4. 1

市町村課

3858 11 広域市町村圏関係
広域市町村圏計画における事業費及び事業の執行
状況等について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.23
(決)昭50. 7.24

地方課

3858 12 広域市町村圏関係
昭和50年度広域市町村圏ブロック会議の開催につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 9
(決)昭50. 9. 9
(施)昭50. 9.10

市町村課

3858 13 広域市町村圏関係
昭和49年度広域市町村圏振興整備構想にかかる研
究実績の事情聴取について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.28
(決)昭50. 4.28
(施)昭50. 4.28

地方課

3859 1 47境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 6
(決)昭49. 8. 6
(施)昭49. 8. 6

地方課

3859 2 47境界変更
６月県議会提出の浜松市と引佐郡細江町の境界変
更現場について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.28
(決)昭49. 6. 4

地方課

3859 3 47境界変更
６月県議会提出の小笠郡小笠町と小笠郡浜岡町の
境界変更現場について（復命）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.25
(決)昭49. 6. 4

地方課

3859 4 47境界変更
浜松市と引佐郡細江町との境界変更について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.13
(決)昭49. 5.15
(施)昭49. 8.12

地方課

3859 5 47境界変更
小笠群小笠町と小笠郡浜岡町との境界変更につい
て（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.10
(決)昭49. 5.15
(施)昭49. 8.12

地方課

3859 6 47境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.23
(決)昭49. 3.25
(施)昭49. 3.25

地方課

3859 7 47境界変更
２月県議会提案の市町の境界変更現場について
（復命）

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 1
(決)昭49. 3. 4

地方課

3859 8 47境界変更
藤枝市と志太郡大井川町との境界変更について
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.29
(決)昭49. 2.15
(施)昭49. 3.27

地方課

3859 9 47境界変更
袋井市と周智郡森町との境界変更について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.29
(決)昭49. 2.15
(施)昭49. 3.27

地方課

3859 10 47境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和４７年度
(起)昭47.12.20
(決)昭47.12.20
(施)昭47.12.20

地方課

3859 11 47境界変更
浜松市と浜名郡可美村との境界変更について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭47.10.31
(決)昭47.11. 9
(施)昭47.12.25

地方課

3859 12 47境界変更 藤枝市と焼津市との境界変更について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47.11. 1
(決)昭47.11. 9
(施)昭47.12.25

地方課

3860 1 50境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５０年度 (起)昭51. 3.24 市町村課

3860 2 50境界変更
藤枝市と志太郡大井川町との境界変更について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 4
(決)昭51. 2.10

市町村課

3860 3 50境界変更
袋井市と磐田郡豊岡村との境界変更について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 4
(決)昭51. 2.10

市町村課
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3860 4 50境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.10
(決)昭50. 7.11
(施)昭50. 7.11

市町村課

3860 5 50境界変更 島田市と藤枝市の人口の告示について（伺い） 昭和５０年度 (起)昭50. 6.20 市町村課

3860 6 50境界変更 島田市の人口について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50. 6.21
(施)昭50. 6.21

市町村課

3860 7 50境界変更 藤枝市と島田市との境界変更について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 5.14
(決)昭50. 5.22
(施)昭50. 7.25

市町村課

3860 8 50境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.18
(決)昭50. 3.19
(施)昭50. 3.20

地方課

3860 9 50境界変更
２月県議会提出の境界変更（焼津市と大井川町・
藤枝市と島田市）の現場について（復命）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.24
(決)昭50. 2.25

地方課

3860 10 50境界変更 藤枝市と島田市との境界変更について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 1.31
(決)昭50. 2. 8
(施)昭50. 4.21

地方課

3860 11 50境界変更
焼津市と志太郡大井川町との境界変更について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 1.31
(決)昭50. 2. 8
(施)昭50. 4.21

地方課

3861 1
漁業実習船わかどり丸建造事業関
係綴

昭和48年度漁業実習船建造事業に係る補助金の額
の確定について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 8
(決)昭49. 1.16
(施)昭49. 1.16

後継者養成課

3861 2
漁業実習船わかどり丸建造事業関
係綴

漁業実習船わかどり丸の竣功検査について（依
頼）

昭和４８年度
(起)昭48.12. 7
(決)昭48.12. 8
(施)昭48.12. 8

後継者養成課

3861 3
漁業実習船わかどり丸建造事業関
係綴

漁業実習船建造事業にかかる補助金の交付につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.12. 7
(決)昭48.12.14

後継者養成課

3861 4
漁業実習船わかどり丸建造事業関
係綴

漁業実習船（わかどり丸）建造費補助金交付要綱
の制定について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.10.29
(決)昭48.11.21
(施)昭48.11.21

後継者養成課

3862 1 明善会館建物寄付関係書類 明善会館林業講習所受納式について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.19
(決)昭48. 9.25
(施)昭48. 9.25

後継者養成課

3862 2 明善会館建物寄付関係書類 林業講習所建物所有権移転登記嘱託について 昭和４８年度
(起)昭48. 9. 5
(決)昭48. 9. 6
(施)昭48. 9. 6

後継者養成課

3862 3 明善会館建物寄付関係書類 財産の種別替えについて（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8.20

後継者養成課

3862 4 明善会館建物寄付関係書類 林業講習所建物の寄付受納について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8.21
(施)昭48. 8.21

後継者養成課

3862 5 明善会館建物寄付関係書類 建物使用貸借契約解除について（協議） 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8. 4
(施)昭48. 8. 4

後継者養成課

3862 6 明善会館建物寄付関係書類
林業講習所建物等の再取得価格算定について（依
頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.11
(決)昭48. 7.12
(施)昭48. 7.12

後継者養成課

3862 7 明善会館建物寄付関係書類
林業講習所建物保存登記に伴う証明について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.14
(決)昭48. 7.17
(施)昭48. 7.17

後継者養成課

3862 8 明善会館建物寄付関係書類 建物所有権移転登記について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 8.21 後継者養成課

3863 1
庁舎等維持補修工事個別調書・工
事結果報告書

昭和48年度庁舎等維持補修に要する経費の予算要
求資料の提出について

昭和４７年度
(起)昭47.10.27
(決)昭47.10.28
(施)昭47.10.28

後継者養成課
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3863 2
庁舎等維持補修工事個別調書・工
事結果報告書

庁舎等維持補修工事個別調書の提出について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21
(施)昭47. 8.21

後継者養成課

3863 3
庁舎等維持補修工事個別調書・工
事結果報告書

庁舎等維持補修工事個別調書の提出について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.10
(決)昭47. 7.12
(施)昭47. 7.12

後継者養成課

3864 1 庁舎等維持補修関係綴
昭和49年度出先機関庁舎等維持管理費執行残額の
施行について

昭和４９年度
(起)昭49.11.12
(決)昭49.11.12
(施)昭49.11.12

3864 2 庁舎等維持補修関係綴 庁舎等維持補修工事個別調書の提出について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.14

3864 3 庁舎等維持補修関係綴
昭和49年度出先機関庁舎等維持補修工事個別調書
の提出について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.26
(決)昭49. 9.27
(施)昭49. 9.27

3864 4 庁舎等維持補修関係綴
昭和49年度出先機関庁舎等維持補修工事個別調書
の提出について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.15
(決)昭49. 5.15
(施)昭49. 5.15

3864 5 庁舎等維持補修関係綴
昭和49年度出先機関庁舎等維持補修工事個別調書
の提出について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.23
(決)昭49. 4.23
(施)昭49. 4.23

3865 1 46海外移住家族会 県職員の兼務委嘱について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 1
(決)昭46. 4. 1

後継者育成課

3865 2 46海外移住家族会 昭和46年度定期総会議事報告書 昭和４６年度 (収)昭46. 6. 8
日本海外移住家
族会連合会長

3865 3 46海外移住家族会
復命書（日本海外移住家族会連合会昭和46年度定
期総会出席）

昭和４６年度 (起)昭46. 5.20 後継者育成課

3865 4 46海外移住家族会
復命書（関東甲信静越海外移住家族会ブロック会
議用件）

昭和４６年度 (起)昭46. 5.30 後継者育成課

3865 5 46海外移住家族会
関東甲信越静海外移住家族会ブロック会議につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 5. 8
(決)昭46. 5.11

後継者育成課

3865 6 46海外移住家族会
機関紙「移住家族」「都道府県家族会事業だよ
り」登載原稿送付について

昭和４６年度
(起)昭46. 8.11
(決)昭46. 8.11

後継者育成課

3865 7 46海外移住家族会
昭和46年度静岡県海外移住家族会通常総会議事進
行草案について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 7.28 後継者育成課

3865 8 46海外移住家族会
昭和46年度第１回理事会及び同通常総会議案につ
いて（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 7.19 後継者育成課

3865 9 46海外移住家族会
昭和46年度監査会、第１回理事会及び南米派遣者
帰国歓迎会開催について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 7. 5 後継者育成課

3865 10 46海外移住家族会 昭和46年度通常総会の開催について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 6 後継者育成課

3865 11 46海外移住家族会 監査提出書類 昭和４６年度 (施)昭46. 7.29 後継者育成課

3865 12 46海外移住家族会
海外移住者父兄現地派遣者への協力について（依
頼）

昭和４６年度 (起)昭46. 9. 4 後継者育成課

3865 13 46海外移住家族会
海外移住者父兄現地派遣者壮行会の開催について
（伺）

昭和４６年度
(起)昭46. 8.23
(決)昭46. 8.28
(施)昭46. 8.30

後継者育成課

3865 14 46海外移住家族会
第11次海外移住家族会南米慰問団員の渡航手続書
類の送付について

昭和４６年度
(起)昭46. 8.11
(決)昭46. 8.18
(施)昭46. 8.19

後継者育成課
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3865 15 46海外移住家族会
第11次（昭和46年度上半期）海外移住者父兄現地
派遣者決定について

昭和４６年度 (起)昭46. 8. 3 後継者育成課

3865 16 46海外移住家族会
第11次（昭和46年度上半期）海外移住者父兄現地
派遣者推薦について（伺）

昭和４６年度
(起)昭46. 7. 2
(決)昭46. 7. 2
(施)昭46. 7. 3

後継者育成課

3865 17 46海外移住家族会
第11次海外移住者家族会南米慰問団経費自己負担
派遣希望者について（依頼）（第２次）

昭和４６年度 (起)昭46. 7. 2 後継者育成課

3865 18 46海外移住家族会
第11次海外移住者家族会南米慰問団経費自己負担
派遣希望者について（依頼）

昭和４６年度
(起)昭46. 6.28
(決)昭46. 6.30
(施)昭46. 6.30

後継者育成課

3865 19 46海外移住家族会
第11次（昭和46年度上半期）移住者父兄現地派遣
希望者について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.16
(決)昭46. 6.18
(施)昭46. 6.19

後継者育成課

3865 20 46海外移住家族会
第12次海外移住者父兄現地派遣推薦者取下につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 9.21
(決)昭46. 9.21
(施)昭46. 9.21

後継者育成課

3865 21 46海外移住家族会
第12次（昭和46年度下半期）海外移住者父兄現地
派遣者推薦について（伺）

昭和４６年度
(起)昭46. 8.26
(決)昭46. 8.28
(施)昭46. 8.30

後継者育成課

3865 22 46海外移住家族会
第12次（昭和46年度下半期）移住者父兄現地派遣
希望者について

昭和４６年度 (起)昭46. 8.20 後継者育成課

3865 23 46海外移住家族会 海外移住者父兄現地派遣についてお願い 昭和４６年度 (起)昭46. 8.20 後継者育成課

3865 24 46海外移住家族会 「都道府県家族会事業だより」原稿送付について 昭和４６年度
(起)昭47. 1. 7
(決)昭47. 1. 7
(施)昭47. 1. 7

後継者育成課

3865 25 46海外移住家族会
静岡県海外移住家族会昭和46年度第２回理事会会
議録について（伺）

昭和４６年度
(起)昭46.12.28
(決)昭46.12.28

後継者育成課

3865 26 46海外移住家族会 昭和46年度第２回理事会開催について（伺） 昭和４６年度
(起)昭46.12. 6
(決)昭46.12. 6
(施)昭46.12. 6

後継者育成課

3865 27 46海外移住家族会
昭和46年度第２回理事会の結果について（お知ら
せ）

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 6
(決)昭47. 1. 7
(施)昭47. 1. 7

後継者育成課

3865 28 46海外移住家族会 都道府県家族会調書について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.16
(決)昭47. 2.18
(施)昭47. 2.18

後継者育成課

3865 29 46海外移住家族会 南米慰問団派遣及び全国組織について（回報） 昭和４６年度 (起)昭46.12.18 後継者育成課

3865 30 46海外移住家族会
機関紙「移住家族」「都道府県家族会事業だよ
り」登載原稿送付について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 6
(決)昭47. 3. 6
(施)昭47. 3. 6

後継者育成課

3865 31 46海外移住家族会
昭和46年度海外移住家族地区別懇談会の模様につ
いて（お知らせ）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 4
(決)昭47. 3. 7
(施)昭47. 3. 7

後継者育成課

3865 32 46海外移住家族会
昭和46年度海外移住家族地区別懇談会配布資料に
ついて（伺）

昭和４６年度
(起)昭47. 2.16
(決)昭47. 2.16
(施)昭47. 2.16

後継者育成課

3865 33 46海外移住家族会 地区別懇談会講師依頼の件 昭和４６年度 (起)昭47. 2.10 後継者育成課

3865 34 46海外移住家族会 海外移住地区別懇談会について（伺） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.11
(決)昭47. 1.28

後継者育成課

3865 35 46海外移住家族会 「海外移住者 家族のしおり（改訂版）」印刷伺 昭和４６年度 (起)昭47. 3.28 後継者育成課
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3865 36 46海外移住家族会 「海外移住者 家族のしおり（改訂版）」印刷伺 昭和４６年度 (起)昭47. 3.28 後継者育成課

3865 37 46海外移住家族会 創立10周年記念会報原稿について 昭和４６年度
(起)昭46.11.11
(決)昭46.11.15
(施)昭46.11.15

後継者育成課

3865 38 46海外移住家族会 創立10周年記念会報について 昭和４５年度
(起)昭45.11.16
(決)昭45.11.24
(施)昭45.11.24

後継者育成課

3865 39 46海外移住家族会 創立10周年記念会報について 昭和４５年度 (起)昭45. 6.  後継者育成課

3866 1 47海外移住家族会 昭和47年度通常総会の結果について（お知らせ） 昭和４７年度
(起)昭47. 7.24
(決)昭47. 7.28
(施)昭47. 7.31

後継者育成課

3866 2 47海外移住家族会
昭和47年度家族会通常総会席上における石上会長
の挨拶要旨について

昭和４７年度 (起)昭47. 7.10 後継者育成課

3866 3 47海外移住家族会
昭和47年度静岡県海外移住家族会通常総会・第１
回理事会議事進行草案について（伺）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.29 後継者育成課

3866 4 47海外移住家族会 昭和47年度通常総会の開催について 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 1 後継者育成課

3866 5 47海外移住家族会
昭和47年度第１回理事会及び通常総会議案につい
て（伺）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.28 後継者育成課

3866 6 47海外移住家族会 昭和47年度第１回理事会会議録について（伺） 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 6 後継者育成課

3866 7 47海外移住家族会
昭和47年度監査会、第１回理事会開催について
（伺）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.23 後継者育成課

3866 8 47海外移住家族会 昭和47年度定期総会議事報告書 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 2
日本海外移住家
族会連合会長

3866 9 47海外移住家族会 昭和47年度第１回理事会及び監査会議議事報告書 昭和４７年度 (収)昭47. 6. 2
日本海外移住家
族会連合会長

3866 10 47海外移住家族会
海外移住家族会国庫補助金増額の陳情書提出につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 6
(決)昭47. 9.28
(施)昭47. 9.28

後継者育成課

3866 11 47海外移住家族会 昭和47年度家族会第２回理事会開催について 昭和４７年度
(起)昭47.11.24
(施)昭47.11.28

後継者育成課

3866 12 47海外移住家族会
静岡県海外移住家族会 昭和47年度第２回理事会
会議資料について

昭和４７年度 (起)昭47.11.24 後継者育成課

3866 13 47海外移住家族会 復命書（海外移住者家族地区別懇談会出席） 昭和４７年度 (起)昭48. 3.10 後継者育成課

3866 14 47海外移住家族会 都道府県家族会事業だより登載原稿について 昭和４７年度
(起)昭48. 3. 8
(決)昭48. 3. 9
(施)昭48. 3. 9

後継者育成課

3866 15 47海外移住家族会 海外移住家族地区別懇談会の開催について（伺） 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 7
(決)昭48. 2.10
(施)昭48. 2.10

後継者育成課

3866 16 47海外移住家族会 県職員の兼務委嘱について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 1
(決)昭47. 4. 1

後継者育成課

3866 17 47海外移住家族会
南米慰問団本県派遣者帰国歓迎懇談会開催につい
て（伺）

昭和４７年度
(起)昭48. 2. 8
(決)昭48. 2.10
(施)昭48. 2.10

後継者育成課
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3866 18 47海外移住家族会
第13次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者の引
率責任者について

昭和４７年度
(起)昭47.12. 4
(決)昭47.12. 6
(施)昭47.12. 6

後継者育成課

3866 19 47海外移住家族会
第13次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者渡航
について（依頼）

昭和４７年度
(起)昭47.11.28
(決)昭47.11.28
(施)昭47.11.28

後継者育成課

3866 20 47海外移住家族会
第13次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者壮行
会の開催について

昭和４７年度
(起)昭47.11.21
(施)昭47.11.28

後継者育成課

3866 21 47海外移住家族会
第13次海外移住家族会南米慰問団員の渡航手続書
類等の送付について

昭和４７年度
(起)昭47.10.11
(決)昭47.10.13
(施)昭47.10.13

後継者育成課

3866 22 47海外移住家族会 渡航手続及び種痘実施について（お知らせ） 昭和４７年度
(起)昭47. 9.21
(決)昭47. 9.22
(施)昭47. 9.22

後継者育成課

3866 23 47海外移住家族会
第13次海外移住家族会南米慰問団の団体行動日程
の変更通知について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.16
(決)昭47. 9.20
(施)昭47. 9.20

後継者育成課

3866 24 47海外移住家族会
第13次海外移住家族会南米慰問団派遣者の渡航手
続書類の送付について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.13
(決)昭47. 9.18
(施)昭47. 9.18

後継者育成課

3866 25 47海外移住家族会
第13次（昭和47年度）海外移住家族会南米慰問団
の派遣者決定について

昭和４７年度
(起)昭47. 8.23
(決)昭47. 8.24
(施)昭47. 8.24

後継者育成課

3866 26 47海外移住家族会
第13次（昭和47年度）海外移住家族会南米慰問団
経費自己負担派遣者推薦について

昭和４７年度
(起)昭47. 8. 7
(決)昭47. 8.11
(施)昭47. 8.11

後継者育成課

3866 27 47海外移住家族会
第13次（昭和47年度）海外移住家族会南米慰問団
経費自己負担派遣希望申込について

昭和４７年度 (起)昭47. 7.16 後継者育成課

3866 28 47海外移住家族会
連合会創立10周年記念 航空機貸切り南米慰問団
参加予告申込みについて

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 7
(決)昭47. 4.11
(施)昭47. 4.11

後継者育成課

3866 29 47海外移住家族会
連合会創立10周年記念 航空機貸切り南米慰問団
参加予告申込みについて

昭和４６年度
(起)昭47. 3.21
(決)昭47. 3.23
(施)昭47. 3.23

後継者育成課

3866 30 47海外移住家族会
昭和47年度海外移住家者父兄現地派遣者の推薦に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 7.20
(決)昭47. 7.31
(施)昭47. 7.31

後継者育成課

3866 31 47海外移住家族会 外国郵便料金改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.14
(決)昭47. 4.14

後継者育成課

3866 32 47海外移住家族会
「連合会創立10周年記念事業　南米慰問団本県派
遣者視察報告書」印刷伺

昭和４７年度
(起)昭48. 3.10
(決)昭48. 3.11

後継者育成課

3866 33 47海外移住家族会 石上会長「ブラジル視察報告書」供覧 昭和４７年度 (起)昭48. 2. 9 後継者育成課

3866 34 47海外移住家族会 都道府県海外移住家族会調書提出について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.30
(決)昭48. 2. 1
(施)昭48. 2. 1

後継者育成課

3866 35 47海外移住家族会
部落共有地の所有権移転及び恩給請求について
（依頼）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 4.24
(施)昭47. 4.24

後継者育成課

3866 36 47海外移住家族会 （個人名）氏の恩給請求について 昭和４７年度
(起)昭47.12. 9
(決)昭47.12.11
(施)昭47.12.14

後継者育成課

3866 37 47海外移住家族会 （個人名）氏の普通恩給請求について 昭和４４年度
(起)昭45. 3. 5
(決)昭45. 3.10
(施)昭45. 3.11

後継者育成課

3866 38 47海外移住家族会 荷物、金子の送る方法について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(施)昭47. 4.24

後継者育成課

361 ページ



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

3866 39 47海外移住家族会 家族会入会のお勧め 昭和４６年度
(起)昭47. 1.11
(決)昭47. 1.20
(施)昭47. 1.22

後継者育成課

3867 1 50海外移住家族会 御令兄夫妻の訪日について（お知らせ） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 3
(決)昭50. 3.10
(施)昭50. 3.10

後継者育成課

3867 2 50海外移住家族会 昭和50年度第１回理事会及び監査会議議事報告書 昭和５０年度 (収)昭50. 6.13
日本海外移住家
族会連合会長

3867 3 50海外移住家族会 昭和50年度定期総会議事報告書 昭和５０年度 (収)昭50. 6.13
日本海外移住家
族会連合会長

3867 4 50海外移住家族会
関東甲信越静海外移住家族会ブロック会議につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 4
(決)昭50. 6. 5
(施)昭50. 6. 5

後継者育成課

3867 5 50海外移住家族会
昭和50年度関東甲信越静海外移住家族会ブロック
会議に当日提出する本会活動状況資料について

昭和５０年度 (起)昭50. 6.10 後継者育成課

3867 6 50海外移住家族会
復命書（関東甲信越静海外移住家族会ブロック会
議出席）

昭和５０年度 (起)昭50. 6.20 後継者育成課

3867 7 50海外移住家族会 県職員の兼務の委嘱について（伺） 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 7 後継者育成課

3867 8 50海外移住家族会 県職員の兼務の解嘱及び委嘱について（伺） 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 1
(決)昭50. 4. 1
(施)昭50. 4. 1

後継者育成課

3867 9 50海外移住家族会 会員名簿作成について（照会） 昭和４９年度
(起)昭50. 3.23
(決)昭50. 3.28
(施)昭50. 3.28

後継者育成課

3867 10 50海外移住家族会 海外移住家族会員名簿作成資料について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.24
(決)昭49. 9.28
(施)昭49.10.21

後継者育成課

3867 11 50海外移住家族会
昭和50年度家族会第２回理事会の結果について
（報告）

昭和５０年度
(起)昭50.12.24
(決)昭50.12.24
(施)昭50.12.24

後継者育成課

3867 12 50海外移住家族会
静岡県海外移住家族会昭和50年度第２回理事会会
議資料について（伺）

昭和５０年度 (起)昭50.11.20 後継者育成課

3867 13 50海外移住家族会
昭和50年度家族会第２回理事会開催について
（伺）

昭和５０年度
(起)昭50.11.17
(決)昭50.11.18
(施)昭50.11.18

後継者育成課

3867 14 50海外移住家族会
第16次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者出迎
えについて（復命）

昭和５０年度 (起)昭51. 1.28 後継者育成課

3867 15 50海外移住家族会
第16次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者見送
りについて（復命）

昭和５０年度 (起)昭50.12.13 後継者育成課

3867 16 50海外移住家族会
第16次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者渡伯
について（依頼）

昭和５０年度
(起)昭50.11.28
(決)昭50.11.28
(施)昭50.11.28

後継者育成課

3867 17 50海外移住家族会
第16次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者壮行
会進行について（伺）

昭和５０年度
(起)昭50.11.20
(決)昭50.11.20
(施)昭50.11.20

後継者育成課

3867 18 50海外移住家族会
第16次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者壮行
会の開催について

昭和５０年度
(起)昭50.11.17
(決)昭50.11.18
(施)昭50.11.18

後継者育成課

3867 19 50海外移住家族会
第16次海外移住家族会南米慰問団派遣について
（連絡）

昭和５０年度
(起)昭50.11. 6
(決)昭50.11.10
(施)昭50.11.10

後継者育成課

3867 20 50海外移住家族会
第16次海外移住家族会南米慰問団派遣員の渡航手
続書類等送付について（伺）

昭和５０年度
(起)昭50.10.25
(決)昭50.10.28
(施)昭50.10.28

後継者育成課
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3867 21 50海外移住家族会
第16次（昭和50年度）海外移住家族会南米慰問団
派遣者の渡航手続書類の送付について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.20
(決)昭50. 9.28
(施)昭50. 9.29

後継者育成課

3867 22 50海外移住家族会
第16次（昭和50年度）海外移住家族会南米慰問団
静岡県派遣者渡航申込金送付について

昭和５０年度
(起)昭50. 8.13
(決)昭50. 8.20
(施)昭50. 8.20

後継者育成課

3867 23 50海外移住家族会
第16次（昭和50年度）海外移住家族会南米慰問団
の派遣について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.24
(決)昭50. 7.28
(施)昭50. 7.28

後継者育成課

3867 24 50海外移住家族会 移住者父兄現地派遣者推薦について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 4
(決)昭50. 7. 4
(施)昭50. 7. 4

後継者育成課

3867 25 50海外移住家族会
第16次（昭和50年度）海外移住家族会南米慰問団
経費自己負担派遣者推薦について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.11
(決)昭50. 7.12
(施)昭50. 7.12

後継者育成課

3867 26 50海外移住家族会
第16次（昭和50年度）海外移住家族会南米慰問団
経費自己負担派遣希望申込について

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 9
(決)昭50. 6.10
(施)昭50. 6.11

後継者育成課

3867 27 50海外移住家族会
昭和50年度海外移住家族会地区別懇談会の模様に
ついて（お知らせ）

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 6
(決)昭51. 3.10
(施)昭51. 3.10

後継者育成課

3867 28 50海外移住家族会
昭和50年度海外移住家族会地区別懇談会の状況に
ついて（復命）

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 5 後継者育成課

3867 29 50海外移住家族会
第16次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者（個
人名）氏帰国報告（供覧）

昭和５０年度 (起)昭51. 2.20 後継者育成課

3867 30 50海外移住家族会
昭和50年度海外移住家族会地区別懇談会配布資料
について（伺）

昭和５０年度 (起)昭51. 2. 4 後継者育成課

3867 31 50海外移住家族会
海外移住家族会地区別懇談会へ講師として臨席方
依頼

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 4
(施)昭51. 2. 4

後継者育成課

3867 32 50海外移住家族会
海外移住家族会地区別懇談会の開催について
（伺）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.10
(決)昭51. 1.20
(施)昭51. 1.20

後継者育成課

3867 33 50海外移住家族会 弔電発信伺 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4. 9
(施)昭50. 4. 9

後継者育成課

3867 34 50海外移住家族会 都道府県家族会「事業だより」原稿送付について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.27
(決)昭51. 2.28
(施)昭51. 2.28

後継者育成課

3867 35 50海外移住家族会 機関紙「富士」創刊号配布について（伺） 昭和５１年度 (起)昭51. 4.22 後継者育成課

3867 36 50海外移住家族会 機関紙「富士」創刊号印刷について（伺） 昭和５０年度 (起)昭51. 3.24 後継者育成課

3867 37 50海外移住家族会 家族会機関紙の原稿募集について 昭和５０年度 (起)昭50. 8.13 後継者育成課

3867 38 50海外移住家族会
静岡県海外移住家族会常務理事事務引継書につい
て（伺）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.28
(決)昭51. 3.28

後継者育成課

3867 39 50海外移住家族会 当会からの連絡強化のための交付金について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.28
(決)昭51. 7. 8
(施)昭51. 7. 8

後継者育成課

3867 40 50海外移住家族会
在外県人会（ブラジル及びアルゼンティン）の連
絡強化のため交付金交付について（伺）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.10
(決)昭51. 3.20
(施)昭51. 3.20

後継者育成課

3867 41 50海外移住家族会
在外県人会連絡強化交付金送金のため貿易外取引
の管理に関する省令に基づく手続について（伺）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.10
(決)昭51. 3.10
(施)昭51. 3.10

後継者育成課
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3867 42 50海外移住家族会 都道府県家族会調書提出について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.12
(決)昭51. 1.12
(施)昭51. 1.13

後継者育成課

3868 1 佐久間線建設期成同盟会関係
昭和46年度鉄道建設、国道建設等総合開発事業補
助金概算払承認申請書の提出について

昭和４６年度
(起)昭46.11.25
(決)昭46.11.29

調整課

3868 2 佐久間線建設期成同盟会関係
昭和46年度鉄道建設、国道建設等総合開発事業補
助金概算払承認申請書の提出について

昭和４６年度 (起)昭46. 9. 9 調整課

3868 3 佐久間線建設期成同盟会関係
昭和46年度鉄道建設、国道建設等総合開発事業補
助金の交付の決定について（供覧）

昭和４６年度 (起)昭46. 9. 9 調整課

3868 4 佐久間線建設期成同盟会関係
昭和46年度鉄道建設、国道建設等総合開発事業補
助金交付申請書の提出について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 8.31 調整課

3868 5 佐久間線建設期成同盟会関係
国鉄佐久間線建設期成同盟会総会の会長挨拶につ
いて（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 8. 9 調整課

3868 6 佐久間線建設期成同盟会関係
国鉄佐久間線建設期成同盟会総会における進行順
序について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 8. 9 調整課

3868 7 佐久間線建設期成同盟会関係
昭和46年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会につ
いて（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 7.31 調整課

3868 8 佐久間線建設期成同盟会関係
昭和46年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会資料
について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 7.31 調整課

3869 1 国鉄伊東線関係綴　No.２
伊東線線路増設工事施行に伴う利用債の引受につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 4.22
(決)昭50. 4.24
(施)昭50. 4.24

企画調査課

3869 2 国鉄伊東線関係綴　No.２ 伊東線の線増（複線化）計画について（連絡） 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 2
(決)昭50. 4. 2
(施)昭50. 4. 2

企画調査課

3869 3 国鉄伊東線関係綴　No.２ 伊東線複線化期成同盟会総会について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.13 渉外調整課

3870 1 船明ダム関連公共事業陳情関係 陳情書 昭和５２年度 (収)昭52. 8. 5 天竜市

3870 2 船明ダム関連公共事業陳情関係
船明ダム建設に伴う関連要望事業の早期実現につ
いて

昭和４９年度 (収)昭49.10.22 天竜市

3870 3 船明ダム関連公共事業陳情関係 船明ダム建設に伴う関連事業の早期実現について 昭和５０年度 (収)昭50. 5.28 天竜市

3870 4 船明ダム関連公共事業陳情関係 船明ダム関連事業費の協力について（依頼） 昭和５０年度 (施)昭50. 8.11

3870 5 船明ダム関連公共事業陳情関係
天竜川護岸整備並びに一般国道152号線改良整備
について

昭和５０年度 (収)昭50.11.21 天竜市

3870 6 船明ダム関連公共事業陳情関係
船明ダム建設に伴う関連要望事業の早期実現につ
いて

昭和４８年度 (収)昭48.12. 7 天竜市

3870 7 船明ダム関連公共事業陳情関係 伊砂橋の早期建設について 昭和４８年度 (収)昭48. 7.11 天竜市

3870 8 船明ダム関連公共事業陳情関係
船明ダム建設工事にともなう交通の確保について
（陳情）

昭和４７年度 (収)昭47. 9.19 佐久間町長他

3871 1
船明ダム管理協定（深山ダム資
料）

栃木県深山ダム管理に関する協定書（資料） 企画調整課
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3872 1 長島ダム観光契約 本川根町犬間・梅地地域観光開発計画調査報告書 昭和４８年度
スペース・コン
サルタンツ

3872 2 長島ダム観光契約 竣工検査復命書 昭和４８年度 (起)昭48. 8.17 水資源課

3872 3 長島ダム観光契約 観光開発計画調査委託について（供覧） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.21 水資源課

3872 4 長島ダム観光契約
昭和48年度大井川利水対策観光開発計画調査委託
について

昭和４８年度 (起)昭48. 5. 7 水資源課

3873 1 長島ダム通信施設
本川根町梅地長島地域の電話普通加入区域への編
入について（要望）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 8
(決)昭51. 6. 9
(施)昭51. 6.17

水対策調整課

3873 2 長島ダム通信施設
長島・梅地地域のテレビ難視聴問題について（復
命）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.17 水資源課

3874 1
47住民基本台帳法に基づく人口移
動報告

住民基本台帳法に基づく人口移動報告（昭和47年
１月～12月）

昭和４７年度 統計課

3875 1
48住民基本台帳法に基づく人口移
動報告

住民基本台帳法に基づく人口移動報告（昭和48年
１月～12月）

昭和４８年度 統計課

3876 1
49住民基本台帳法に基づく人口移
動報告

住民基本台帳法に基づく人口移動報告（昭和49年
１月～12月）

昭和４９年度 統計課

3877 1
50住民基本台帳法に基づく人口移
動報告

住民基本台帳法に基づく人口移動報告（昭和50年
１月～12月）

昭和５０年度 統計課

3878 1 49年七夕豪雨災害救助綴　No.１ 災害救助事務精算指導について 昭和４９年度
(起)昭49.12.14
(決)昭49.12.16

社会課

3878 2 49年七夕豪雨災害救助綴　No.１
災害義捐物資配送のため協力を得た他部出先機関
等に対する謝礼について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.19
(施)昭49. 9.26

社会課

3878 3 49年七夕豪雨災害救助綴　No.１
「台風８号及び梅雨前線による大雨」による災害
の応急復旧等に協力した団体の調べについて

昭和４９年度
(起)昭49. 7.31
(決)昭49. 8. 7

社会課

3879 1 49年七夕豪雨災害救助綴　No.２ 台風８号による集中豪雨の被害状況について 昭和４９年度 三島市長

3879 2 49年七夕豪雨災害救助綴　No.２ 被害状況　その３

3880 1 46災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４６年度 (起)昭47. 3.17 社会課

3880 2 46災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４６年度 (起)昭47. 3.31 社会課

3880 3 46災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４６年度 (起)昭46.11. 8 社会課

3880 4 46災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４６年度 (起)昭46.11. 8 社会課

3880 5 46災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４６年度 (起)昭46.10.25 社会課

3880 6 46災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４６年度 (起)昭46.10.25 社会課
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3880 7 46災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４６年度 (起)昭46.10. 6 社会課

3880 8 46災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４６年度 (起)昭46.10. 6 社会課

3880 9 46災害救助基金関係 有価証券の買入れについて 昭和４６年度
(起)昭46.10. 6
(決)昭46.10.15

社会課

3880 10 46災害救助基金関係
昭和46年度災害救助基金積立状況について（報
告）

昭和４６年度 (起)昭46. 6. 8 社会課

3880 11 46災害救助基金関係 有価証券の買入れについて 昭和４６年度 (起)昭46. 5.12 社会課

3880 12 46災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４６年度 (起)昭46. 5.11 社会課

3880 13 46災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４６年度 (起)昭46. 5.11 社会課

3880 14 46災害救助基金関係 有価証券の買入れについて 昭和４６年度 (起)昭46. 4.13 社会課

3880 15 46災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４６年度 (起)昭46. 4.12 社会課

3880 16 46災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４６年度 (起)昭46. 4.13 社会課

3880 17 46災害救助基金関係 災害救助基金の契約更新について 昭和４６年度 (起)昭46. 4.12 社会課

3880 18 46災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４５年度 (起)昭46. 3.30 社会課

3880 19 46災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４５年度 (起)昭46. 3.30 社会課

3881 1 47災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４７年度
(起)昭47.11. 6
(決)昭47.11.10

社会課

3881 2 47災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４７年度
(起)昭47.11. 6
(決)昭47.11.10

社会課

3881 3 47災害救助基金関係 有価証券の買入れについて 昭和４７年度
(起)昭47.11. 6
(決)昭47.11. 8

社会課

3881 4 47災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４７年度
(起)昭47.10.28
(決)昭47.10.31

社会課

3881 5 47災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４７年度 (起)昭47.10.28 社会課

3881 6 47災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４７年度
(起)昭47.10. 2
(決)昭47.10. 9

社会課

3881 7 47災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４７年度
(起)昭47.10. 2
(決)昭47.10. 9

社会課

3881 8 47災害救助基金関係
昭和47年度災害救助基金積立状況について（報
告）

昭和４７年度
(起)昭47. 6.10
(決)昭47. 6.13
(施)昭47. 6.13

社会課
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3881 9 47災害救助基金関係 有価証券の買入れについて 昭和４７年度
(起)昭47. 5.10
(決)昭47. 5.18

社会課

3881 10 47災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４７年度 (起)昭47. 5.10 社会課

3881 11 47災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４７年度 (起)昭47. 5.10 社会課

3881 12 47災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４７年度
(起)昭47. 4.24
(決)昭47. 4.28

社会課

3881 13 47災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４７年度
(起)昭47. 4.24
(決)昭47. 4.28

社会課

3881 14 47災害救助基金関係 災害救助基金の積立 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 6
(決)昭47. 4.18

社会課

3881 15 47災害救助基金関係 災害救助基金の利子収入 昭和４７年度 (起)昭47. 4. 6 社会課

3882 1 災害救助関係書類 災害救助事務費の配分について 昭和４９年度 (起)昭49. 8.12 社会課

3882 2 災害救助関係書類
衆議院災害対策特別委員会小委員会に出席した結
果について（供覧）

昭和４９年度 社会課

3882 3 災害救助関係書類
昭和49年度災害救助費国庫負担金の精算交付申請
について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.10
(決)昭50. 3.13
(施)昭50. 3.13

社会課

3882 4 災害救助関係書類
昭和49年度災害救助費国庫負担金の概算交付申請
について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 9
(決)昭50. 1.10
(施)昭50. 1.10

社会課

3882 5 災害救助関係書類
復命書（災害救助法による救助費の精算事務監
査）

昭和４９年度 (起)昭50. 2. 3 社会課

3882 6 災害救助関係書類
災害救助法による救助費の精算事務監査について
（通知）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 7
(決)昭50. 1. 8
(施)昭50. 1. 8

社会課

3883 1 伊豆半島沖地震関係資料綴 1974年伊豆半島沖地震に関する地震速報 昭和４９年度 (収)昭49. 5.14 静岡地方気象台

3883 2 伊豆半島沖地震関係資料綴
下田市における伊豆半島沖地震災害義捐金の配分
について

昭和４９年度 (収)昭49. 8.28 下田市長

3883 3 伊豆半島沖地震関係資料綴 義捐物資の関税の減免について（うかがい） 昭和４９年度
(起)昭49. 8.22
(決)昭49. 8.22

社会課

3884 1
50年10月７日から８日低気圧と前
線による大雨の災害救助費の支出
関係書類

災害救助費繰替支弁額の決定及び確定について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.10
(決)昭51. 5.14

社会課

3884 2
50年10月７日から８日低気圧と前
線による大雨の災害救助費の支出
関係書類

災害救助事務費の配分について 昭和５０年度 (起)昭51. 3. 8 社会課

3884 3
50年10月７日から８日低気圧と前
線による大雨の災害救助費の支出
関係書類

昭和50年度災害救助費国庫負担金の精算交付申請
について

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 9
(決)昭51. 3. 9
(施)昭51. 3.10

社会課

3885 1 中央児童相談所財産関係綴 電信電話債券の財産所属替について（うかがい） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.30
(施)昭47. 3.31

児童課
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3886 1 浅田ホーム財産関係綴
行政財産（母子寮浅田ホーム）の用途廃止および
引き継ぎについて

昭和４７年度 (起)昭48. 2.27 児童課

3887 1 東部児童相談所財産関係綴 旧東部児童相談所解体撤去費の負担について 昭和４７年度
(起)昭47.10.15
(決)昭47.11. 7
(施)昭47.11. 7

児童課

3887 2 東部児童相談所財産関係綴
旧東部児童相談所の建物とりこわしについて（報
告）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.30 児童課

3887 3 東部児童相談所財産関係綴 財産の用途廃止及び処分について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.27
(決)昭47. 5. 4

児童課

3887 4 東部児童相談所財産関係綴 権利（電話）の財産所属替について（うかがい） 昭和４７年度
(起)昭47. 7.14
(決)昭47. 7.28

児童課

3887 5 東部児童相談所財産関係綴 沼津児童相談所敷地の賃貸借契約について（伺） 昭和４２年度 (起)昭42. 5. 1 児童課

3888 1 駿河寮財産関係綴
行政財産（駿河寮）の用途廃止および引継ぎにつ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 3.14
(決)昭48. 5.11
(施)昭48. 5.19

児童課

3888 2 駿河寮財産関係綴 電話加入権の分掌替えについて（うかがい） 昭和４７年度 (起)昭48. 3.31 児童課

3889 1 心身障害者対策協議会綴 静岡県心身障害者対策協議会条例の制定について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 1
(決)昭47. 2.18

社会課

3889 2 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員及び幹事の任
命または委嘱について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.30
(決)昭47. 3.31

社会課

3889 3 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員の委嘱につい
て（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.21
(決)昭47. 3.24

社会課

3889 4 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員及び幹事の委
嘱又は任命について

昭和４８年度
(起)昭48. 4.11
(決)昭48. 4.21
(施)昭48. 4.23

社会課

3889 5 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員の委嘱につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.12
(施)昭48. 5.12

社会課

3889 6 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員及び幹事の任
命について

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 4
(決)昭48. 5.11
(施)昭48. 5.11

社会課

3889 7 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員の委嘱又は任
命について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.18
(決)昭49. 2.23
(施)昭49. 2.25

社会課

3889 8 心身障害者対策協議会綴 静岡県心身障害者対策協議会の開催について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.18
(決)昭49. 2.23
(施)昭49. 2.25

社会課

3889 9 心身障害者対策協議会綴 静岡県心身障害者対策協議会の延期について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.20
(決)昭49. 3.20
(施)昭49. 3.20

社会課

3889 10 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員及び幹事の任
命について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 3
(決)昭50. 4. 3

社会課

3889 11 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員の任命につい
て（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 5
(決)昭50. 6. 5
(施)昭50. 6. 5

社会課

3889 12 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員の任命につい
て（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 3
(決)昭51. 4. 5

社会課

3889 13 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の設置状況及び活動
状況について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 9
(決)昭53.11. 9

社会課
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3889 14 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員の委嘱につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 6.26
(決)昭55. 7. 4
(施)昭55. 7. 4

障害福祉課

3889 15 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会の委員の委嘱につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 2
(決)昭55. 8. 7
(施)昭55. 8. 7

障害福祉課

3889 16 心身障害者対策協議会綴 静岡県心身障害者対策協議会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.16
(決)昭55. 9.17
(施)昭55. 9.17

障害福祉課

3889 17 心身障害者対策協議会綴 報酬費の資金前渡について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.17
(決)昭55. 9.18

障害福祉課

3889 18 心身障害者対策協議会綴
静岡県心身障害者対策協議会担当主管課長会議資
料の提出について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 2

障害福祉課

3889 19 心身障害者対策協議会綴 静岡県心身障害者対策協議会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.11.27

障害福祉課

3889 20 心身障害者対策協議会綴 報酬費の資金前渡について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 5 障害福祉課

3890 1 温泉実態調査一覧表（４） 温泉実態調査一覧表（昭和47年２月１日現在） 昭和４６年度 医務課

3891 1 温泉実態調査一覧表（５） 温泉実態調査一覧表（昭和48年２月１日現在） 昭和４７年度 医務課

3892 1 温泉実態調査一覧表（６） 温泉実態調査一覧表（昭和49年２月１日現在） 昭和４８年度 医務課

3893 1 温泉実態調査一覧表（７） 温泉実態調査一覧表（昭和50年２月１日現在） 昭和４９年度 医務課

3894 1
県ドッグセンター関係（用地取
得）

不動産鑑定評価について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 9
(決)昭48. 7. 9

食品衛生課

3894 2
県ドッグセンター関係（用地取
得）

公共事業用地の取得依頼について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.15
(決)昭48. 9. 3

食品衛生課

3894 3
県ドッグセンター関係（用地取
得）

静岡県ドッグセンター用地の譲り受けについて
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.20
(決)昭48. 9.21

食品衛生課

3894 4
県ドッグセンター関係（用地取
得）

ドッグセンター敷地の登記完了について（供覧） 昭和４９年度 (起)昭49. 7. 3 食品衛生課

3894 5
県ドッグセンター関係（用地取
得）

静岡県ドッグセンター建設用地の所有権移転登記
の嘱託について

昭和４９年度 (起)昭49. 5.28 食品衛生課

3894 6
県ドッグセンター関係（用地取
得）

公有財産の受領書について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 5.24
(決)昭49. 5.28
(施)昭49. 5.28

食品衛生課

3894 7
県ドッグセンター関係（用地取
得）

静岡県ドッグセンター建設用地土地売買契約書の
供覧について

昭和４９年度 (起)昭49. 5.11 食品衛生課

3894 8
県ドッグセンター関係（用地取
得）

公有財産の取得及土地購入費の支出について 昭和４９年度 (起)昭49. 4. 1 食品衛生課

3894 9
県ドッグセンター関係（用地取
得）

都市計画法第29条（開発行為の許可）の事前協議
について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.16
(決)昭49. 1.18

食品衛生課

3894 10
県ドッグセンター関係（用地取
得）

県ドッグセンター敷地のコンクリート境界杭の打
込について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.21
(決)昭49. 8.22
(施)昭49. 8.22

食品衛生課
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3894 11
県ドッグセンター関係（用地取
得）

静岡県ドッグセンターの地目変更について（伺
い）

昭和５０年度 (起)昭50.11.22 食品衛生課

3895 1 県ドッグセンター関係（運営） 静岡県ドッグセンター建設構想について 昭和４８年度
(起)昭48.11. 5
(決)昭48.11.22

食品衛生課

3895 2 県ドッグセンター関係（運営） ドッグセンター（仮称）施設の名称等について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 8
(決)昭49.11.12

食品衛生課

3895 3 県ドッグセンター関係（運営） 市営住宅入居者あっせん依頼について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.14

食品衛生課

3895 4 県ドッグセンター関係（運営）
県ドッグセンター案内パンフレットの作成につい
て（伺い）

昭和４９年度 (起)昭50. 3. 7 食品衛生課

3895 5 県ドッグセンター関係（運営）
県ドッグセンター関係書類の引継ぎについて（供
覧）

昭和５０年度 (起)昭50. 4.25 食品衛生課

3895 6 県ドッグセンター関係（運営）
県ドッグセンター開所式の案内状について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.22
(決)昭50. 3.27

食品衛生課

3895 7 県ドッグセンター関係（運営） 県ドッグセンター開所式の挙行について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 3.22
(決)昭50. 3.27

食品衛生課

3895 8 県ドッグセンター関係（運営）
県ドッグセンター開所式の知事式辞について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50. 3.29
(決)昭50. 4.23

食品衛生課

3895 9 県ドッグセンター関係（運営）
県ドッグセンター開所式における工事経過報告に
ついて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.17
(決)昭50. 4.18

食品衛生課

3895 10 県ドッグセンター関係（運営） 県ドッグセンター開所式祝辞について（伺い） 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 1 食品衛生課

3895 11 県ドッグセンター関係（運営） 感謝状の贈呈について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭50. 3.29 食品衛生課

3896 1
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター建築工事施工業者等について
（供覧）

昭和４９年度 (起)昭49. 6.10 食品衛生課

3896 2
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター建築工事請負契約について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.11 食品衛生課

3896 3
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター設備工事施工業者について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.27 食品衛生課

3896 4
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター焼却炉、処分装置及び追い込み
装置の施工業者決定方法等について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 3
(決)昭49. 7. 5

食品衛生課

3896 5
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター焼却炉、処分装置及び追い込み
装置入札に係る現場説明の日時等通知について
（供覧）

昭和４９年度 (起)昭49. 7. 5 食品衛生課

3896 6
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター焼却炉、処分装置及び追い込み
装置設置工事の施工業者について（供覧）

昭和４９年度 (起)昭49. 7.15 食品衛生課

3896 7
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター電気取り付け工事について（供
覧）

昭和４９年度 (起)昭49. 8. 5 食品衛生課

3896 8
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター建築工事の進捗状況について
（供覧）

昭和４９年度 (起)昭49.11.14 食品衛生課
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3896 9
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター案内標識等について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.12.24
(決)昭49.12.27

食品衛生課

3896 10
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター焼却炉及び処分装置設置工事に
係る保証書について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.27

食品衛生課

3896 11
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター焼却炉及び処分装置設置工事の
監督日誌について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.25

食品衛生課

3896 12
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター焼却炉ロストル等の改修工事に
ついて（供覧）

昭和５０年度 (起)昭50.11. 5 食品衛生課

3896 13
県ドッグセンター関係（工事関
係）

県ドッグセンター焼却炉及び処分装置施行業者の
倒産について（供覧）

昭和５０年度 (起)昭50.11. 5 食品衛生課

3897 1
竣工図（焼却炉及び処分装置設置
工事）

竣工図（焼却炉及び処分装置設置工事） 昭和４９年度

3898 1 ドッグセンター建設関係 静岡県ドッグセンター周辺整備事業一覧表

3898 2 ドッグセンター建設関係 静岡県ドッグセンター建設構想

3898 3 ドッグセンター建設関係 静岡県ドッグセンター管理運営費

3898 4 ドッグセンター建設関係 ドッグセンター建築工事予算調べ 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 7 営繕課

3898 5 ドッグセンター建設関係 念書 昭和４９年度 (起)昭49. 5.24 食品衛生課

3898 6 ドッグセンター建設関係
静岡県ドッグセンター（仮称）建設にかかわる申
入書

昭和４８年度 (収)昭48.11.20
ドッグセンター
建設対策委員会

3898 7 ドッグセンター建設関係 覚書 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 4 食品衛生課

3898 8 ドッグセンター建設関係 静岡県ドッグセンター建設に係る地元補償事業

3899 1 ドッグセンター運営関係 静岡県ドッグセンター建設事業起債計画書 昭和４９年度

3899 2 ドッグセンター運営関係
県ドッグセンター電気設備保安点検業務等の委託
について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11.12
(決)昭49.11.23

食品衛生課

3899 3 ドッグセンター運営関係 行政財産の使用許可について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 2.28
(決)昭49. 3.28

食品衛生課

3899 4 ドッグセンター運営関係 行政財産の使用許可について（伺い） 昭和３９年度
(起)昭39. 4. 1
(施)昭39. 5. 2

食品衛生課

3899 5 ドッグセンター運営関係
静岡県行政組織規則の一部改正依頼について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.19
(決)昭50. 2.20

食品衛生課

3899 6 ドッグセンター運営関係
静岡県ドッグセンター職員の勤務について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.22
(決)昭50. 3.27

食品衛生課

3899 7 ドッグセンター運営関係
静岡県ドッグセンター開設時の職員の勤務等につ
いて（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.22
(決)昭50. 3.25

食品衛生課
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3899 8 ドッグセンター運営関係 静岡県ドッグセンターの業務について 昭和５０年度
(起)昭50. 3.22
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 4. 1

食品衛生課

3899 9 ドッグセンター運営関係
静岡県ドッグセンターの備品等の購入等について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 6
(決)昭50. 3.15

食品衛生課

3900 1 県ドッグセンター関係 県ドッグセンター建物登記証等について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.31
(決)昭51. 3.31

食品衛生課

3900 2 県ドッグセンター関係 「厚生」の原稿について（伺い） 昭和５０年度 (起)昭51. 1.12 食品衛生課

3900 3 県ドッグセンター関係 焼却炉修理関係資料の送付について 昭和５０年度 (収)昭50.12. 5
静岡県ドッグセ
ンター所長

3900 4 県ドッグセンター関係
県ドッグセンター焼却炉ばいじん等の測定結果に
ついて（供覧）

昭和５０年度 (起)昭50.11.28 食品衛生課

3901 1 県ドッグセンター研究室建設
昭和53年度歳出予算調書（県ドッグセンター研究
施設設置事業）

昭和５３年度

3901 2 県ドッグセンター研究室建設 復命書（ドッグセンター研究室建設打合せ） 昭和５３年度 (起)昭53.12. 6 食品衛生課

3901 3 県ドッグセンター研究室建設 復命書（ドッグセンター研究室工事打合せ） 昭和５３年度 (起)昭54. 1.26 食品衛生課

3902 1 ビル管・立入検査（立入集計）
特定建築物一覧表（昭和51年３月末現在）及び立
入検査結果（昭和50年６月～同51年３月まで）

昭和５０年度

3902 2 ビル管・立入検査（立入集計）
特定建築物一覧表（昭和49年３月末現在）及び立
入検査結果（昭和48年10月～同49年２月まで）

昭和４８年度

3902 3 ビル管・立入検査（立入集計）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく立入検査の実施について

昭和４８年度 (収)昭49. 1.22 下田保健所長

3902 4 ビル管・立入検査（立入集計）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく立入検査の実施について

昭和４８年度 (収)昭49. 2.28 熱海保健所長

3902 5 ビル管・立入検査（立入集計）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく立入検査の実施について

昭和４８年度 (収)昭49. 3.30 沼津保健所長

3902 6 ビル管・立入検査（立入集計）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく立入検査の実施について

昭和４８年度 (収)昭48.11.30 富士保健所長

3902 7 ビル管・立入検査（立入集計）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく立入検査の実施について

昭和４８年度 (収)昭48.12.27 清水保健所長

3902 8 ビル管・立入検査（立入集計）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく立入検査の実施について

昭和４８年度 (収)昭48.11.12 掛川保健所長

3902 9 ビル管・立入検査（立入集計）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく立入検査の実施について

昭和４８年度 (収)昭48.11. 7 浜松保健所長

3902 10 ビル管・立入検査（立入集計）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく立入検査の実施について

昭和４８年度 (収)昭48.11. 2 湖西保健所長

3903 1
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭51. 1. 9 下田保健所長

3903 2
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭50.10.30 熱海保健所長
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3903 3
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭50. 7. 3 修善寺保健所長

3903 4
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭51. 2.13 御殿場保健所長

3903 5
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭51. 2.17 沼津保健所長

3903 6
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭50. 7.31 富士保健所長

3903 7
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭50. 5. 6 富士宮保健所長

3903 8
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭51. 2.18 清水保健所長

3903 9
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭51. 3.11 藤枝保健所長

3903 10
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭51. 3. 8 榛原保健所長

3903 11
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭51. 3.13 掛川保健所長

3903 12
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和５０年度 (収)昭51. 3.25 湖西保健所長

3903 13
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭50. 2. 5 下田保健所長

3903 14
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭50. 3.14 熱海保健所長

3903 15
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭50. 2. 3 修善寺保健所長

3903 16
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭49.11. 5 富士保健所長

3903 17
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭49.11.18 富士宮保健所長

3903 18
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭49.10.30 清水保健所長

3903 19
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭49.10.16 藤枝保健所長

3903 20
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭49. 9.21 榛原保健所長

3903 21
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭49. 9.13 掛川保健所長

3903 22
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に基づく特定建築物の立入検査について

昭和４９年度 (収)昭49. 9.11 湖西保健所長

3903 23
ビル管・立入検査（立入検査指導
票）

昭和49年度特定建築物立入検査結果集計 昭和４９年度

373 ページ



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

3904 1 医薬分業関係（Ⅰ）
医薬分業推進に関連する行政措置の概要調査の結
果について

昭和４９年度 (収)昭49. 9. 5
厚生省薬務局企
画課調査係

3904 2 医薬分業関係（Ⅰ）
医薬分業の推進に関連する行政措置等の調査につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 3
(施)昭49. 7. 5

薬務課

3904 3 医薬分業関係（Ⅰ） 医薬分業対策とすすめ方提案 昭和４９年度 (収)昭49. 8.10 静岡県薬剤師会

3904 4 医薬分業関係（Ⅰ）
医薬分業に関する薬局等実態調査の実施について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 6
(決)昭49. 8. 8
(施)昭49. 8. 8

薬務課

3904 5 医薬分業関係（Ⅰ） 医薬分業に関する薬局等実態調査の実施について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(決)昭49.10. 1
(施)昭49.10. 1

薬務課

3904 6 医薬分業関係（Ⅰ）
診療報酬改正等に伴う医薬分業の受入体制の整備
について

昭和４９年度
(起)昭49.10. 9
(決)昭49.10.12
(施)昭49.10.12

薬務課

3904 7 医薬分業関係（Ⅰ）
調剤専門薬局取扱い状況の集計結果について（送
付）

昭和４９年度 (収)昭49.10.11
群馬県衛生部薬
務課長

3904 8 医薬分業関係（Ⅰ） 調剤専門の薬局の取扱いについて（回答） 昭和４９年度
(起)昭49. 5.21
(決)昭49. 5.22
(施)昭49. 5.22

薬務課

3904 9 医薬分業関係（Ⅰ） 医薬分業関係資料の送付について 昭和４９年度 (収)昭49.12. 3
厚生省薬務局企
画課調査係

3904 10 医薬分業関係（Ⅰ） 処方せんに関する取扱い等について 昭和４９年度 (収)昭50. 1.28
厚生省保険局医
療課長

3904 11 医薬分業関係（Ⅰ）
静岡市薬剤師会を中心として検討されている処方
せんの受入れ体制の整備方法について（回答）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.27
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 3.27

薬務課

3905 1 医薬分業関係（Ⅱ） 医薬分業に関する関係団体の通知等について 昭和４９年度 (収)昭50. 1.  厚生省薬務局

3905 2 医薬分業関係（Ⅱ） 医薬分業関係資料（２） 昭和４９年度 (収)昭50. 1.  厚生省薬務局

3905 3 医薬分業関係（Ⅱ） 医薬分業関係資料 昭和４９年度 (収)昭49.10.  厚生省薬務局

3906 1 医薬分業関係（Ⅲ）
医薬分業に関する薬局等実態調査の実施について
（報告）

昭和５０年度
(起)昭50.10.13
(決)昭50.10.15
(施)昭50.10.16

薬務課

3906 2 医薬分業関係（Ⅲ）
医薬分業に関する薬局等実態調査の実施について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.21
(決)昭50. 8.21
(施)昭50. 8.22

薬務課

3906 3 医薬分業関係（Ⅲ）
医薬分業に関する薬局等実態調査の結果について
（速報）

昭和５０年度 (収)昭50. 4.24
厚生省薬務局企
画課

3906 4 医薬分業関係（Ⅲ） 調剤薬局について（回答） 昭和５０年度
(起)昭50. 5.15
(決)昭50. 5.19

薬務課

3906 5 医薬分業関係（Ⅲ）
医薬分業に関する薬局等実態調査報告の送付につ
いて

昭和５０年度 (収)昭50. 7.17
厚生省薬務局企
画課

3906 6 医薬分業関係（Ⅲ） 調剤研修指導者協議会の開催について 昭和５０年度 (収)昭50.12.17 厚生省薬務局長

3906 7 医薬分業関係（Ⅲ）
医薬分業に関する薬局等実態調査の結果について
（速報）

昭和５０年度 (収)昭51. 3. 8
厚生省薬務局企
画課長
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3906 8 医薬分業関係（Ⅲ） 医薬分業関係資料等の送付について 昭和５１年度 (収)昭51. 4.12
厚生省薬務局企
画課

3907 1 処方せん受入体制の整備（Ⅰ） 処方せん受入体制の整備について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 8
(決)昭50. 2.10
(施)昭50. 2.10

薬務課

3907 2 処方せん受入体制の整備（Ⅰ）
処方せんの受入れ体制の整備状況等の報告につい
て

昭和４９年度
(起)昭50. 2.18
(決)昭50. 2.19
(施)昭50. 2.20

薬務課

3907 3 処方せん受入体制の整備（Ⅰ）
保険調剤における処方せん枚数等の報告について
（依頼）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.17
(決)昭50. 3.20
(施)昭50. 3.20

薬務課

3907 4 処方せん受入体制の整備（Ⅰ）
処方せんの受入れ体制の整備状況等の報告につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 2
(決)昭50. 6. 5
(施)昭50. 6. 5

薬務課

3907 5 処方せん受入体制の整備（Ⅰ） 処方せんの受入体制の整備状況等の報告について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.18
(決)昭50. 8.19
(施)昭50. 8.20

薬務課

3907 6 処方せん受入体制の整備（Ⅰ） 処方せんの受入体制の整備状況等の報告について 昭和５０年度
(起)昭50.11.25
(決)昭50.11.25
(施)昭50.11.27

薬務課

3907 7 処方せん受入体制の整備（Ⅰ） 処方せんの受入体制の整備状況等の報告について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.27
(決)昭51. 3. 1
(施)昭51. 3. 2

薬務課

3907 8 処方せん受入体制の整備（Ⅰ） 処方せんの受入体制の整備状況等の報告について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.23
(決)昭51. 4.27
(施)昭51. 4.27

薬務課

3908 1 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴 県民会館使用承認願について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 8 薬務課

3908 2 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会の開催に
ついて（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 7.13 薬務課

3908 3 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会の司会者
依頼について

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 9
(決)昭46. 9.14
(施)昭46. 9.14

薬務課

3908 4 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会の実施に
ついて

昭和４６年度 (起)昭46. 9.10 薬務課

3908 5 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会への御臨
席方依頼について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.16
(決)昭46. 9.18
(施)昭46. 9.20

薬務課

3908 6 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会への参集
協力方依頼の文書について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(決)昭46. 9.22
(施)昭46. 9.30

薬務課

3908 7 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会の開催に
ついて（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 9.21
(決)昭46. 9.22
(施)昭46. 9.30

薬務課

3908 8 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会用プログ
ラム、チラシ、封筒及び会場装飾の文案について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.19
(決)昭46. 9.22
(施)昭46. 9.23

薬務課

3908 9 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動用プログラム、チラシ、封筒
及び会場装飾の文案について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.12
(決)昭46. 9.22
(施)昭46. 9.22

薬務課

3908 10 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会の開催に
ついて（通知）

昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(決)昭46. 9.26
(施)昭46. 9.29

薬務課

3908 11 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会用プログ
ラム、チラシ、封筒及び会場装飾の文案について

昭和４６年度 (起)昭46. 9.28 薬務課

3908 12 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会々場での
登壇者および知事招待会食会のメンバーについて

昭和４６年度
(起)昭46.10. 1
(決)昭46.10. 7

薬務課
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3908 13 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会における
動員先への礼状文書について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.10.23
(決)昭46.10.30
(施)昭46.10.30

薬務課

3908 14 麻薬禍撲滅静岡大会関係綴
麻薬禍撲滅国民運動、三悪追放静岡大会における
祝辞、講演者への礼状について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.10.25
(決)昭46.10.30
(施)昭46.10.30

薬務課

3909 1 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 鋳鉄鋳物鋳造 昭和４６年度

3909 2 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 熱処理 昭和４６年度

3909 3 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 旋盤 昭和４６年度

3909 4 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 金属プレス 昭和４６年度

3909 5 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 金属プレス 昭和４６年度

3909 6 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 金属プレス 昭和４６年度

3909 7 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 金属溶接 昭和４６年度

3909 8 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 金属溶接 昭和４６年度

3909 9 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 鈑金 昭和４６年度

3909 10 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 仕上 昭和４６年度

3909 11 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 機械検査 昭和４６年度

3909 12 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 機械組立 昭和４６年度

3909 13 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 時計修理 昭和４６年度

3909 14 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 大工 昭和４６年度

3909 15 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 スレートふき 昭和４６年度

3909 16 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 スレートふき 昭和４６年度

3909 17 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 とび 昭和４６年度

3909 18 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 タイル張り 昭和４６年度

3909 19 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 木型製作 昭和４６年度
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3909 20 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建具製作 昭和４６年度

3909 21 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建具製作 昭和４６年度

3909 22 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 木地製作 昭和４６年度

3909 23 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 和紙手漉 昭和４６年度

3909 24 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 製茶加工 昭和４６年度

3909 25 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 製茶加工 昭和４６年度

3909 26 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建築塗装 昭和４６年度

3909 27 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建築塗装 昭和４６年度

3909 28 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 広告美術 昭和４６年度

3909 29 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 広告美術 昭和４６年度

3909 30 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 漆塗 昭和４６年度

3909 31 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 表具製作 昭和４６年度

3909 32 46優秀技能者賞揚候補者推薦調書 昭和46年度優秀技能者賞揚候補者に関する意見書 昭和４６年度
静岡県工業試験
場他

3910 1 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 優秀技能者調書 昭和４７年度

3910 2 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 昭和47年度技能者表彰候補者に関する意見書 昭和４７年度

3910 3 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 旋盤 昭和４７年度

3910 4 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 鋳造 昭和４７年度

3910 5 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 旋盤 昭和４７年度

3910 6 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 フライス盤 昭和４７年度

3910 7 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 金属プレス 昭和４７年度

3910 8 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 金型仕上 昭和４７年度
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3910 9 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 治工具機械組立 昭和４７年度

3910 10 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 機械組立 昭和４７年度

3910 11 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 機械組立 昭和４７年度

3910 12 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 溶接 昭和４７年度

3910 13 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 機械検査 昭和４７年度

3910 14 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 電気めっき 昭和４７年度

3910 15 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 時計修理 昭和４７年度

3910 16 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建築板金 昭和４７年度

3910 17 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 とび 昭和４７年度

3910 18 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 配管 昭和４７年度

3910 19 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 スレート葺 昭和４７年度

3910 20 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 タイル張り 昭和４７年度

3910 21 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 築炉 昭和４７年度

3910 22 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 木工塗装 昭和４７年度

3910 23 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 木工 昭和４７年度

3910 24 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 家具製作 昭和４７年度

3910 25 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 家具製作 昭和４７年度

3910 26 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建具製作 昭和４７年度

3910 27 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建具製作 昭和４７年度

3910 28 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建具製作 昭和４７年度

3910 29 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 木刻 昭和４７年度
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3910 30 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 建築塗装 昭和４７年度

3910 31 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 公告美術仕上 昭和４７年度

3910 32 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 漆塗 昭和４７年度

3910 33 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 染色 昭和４７年度

3910 34 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 製茶加工 昭和４７年度

3910 35 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 洋裁 昭和４７年度

3910 36 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 洋服 昭和４７年度

3910 37 47優秀技能者賞揚候補者推薦調書 寝具加工 昭和４７年度

3911 1 46優秀技能者表彰 昭和46年度静岡県優秀技能者賞揚候補者名簿 昭和４６年度

3911 2 46優秀技能者表彰 静岡県優秀技能者の賞揚について（伺い） 昭和４６年度 (起)昭46. 7.26 職業訓練課

3911 3 46優秀技能者表彰
昭和46年度静岡県優秀技能者表彰式について（伺
い）

昭和４６年度
(起)昭46. 8.26
(決)昭46. 8.30
(施)昭46. 8.30

職業訓練課

3911 4 46優秀技能者表彰
昭和46年度静岡県優秀技能者賞揚被賞揚者名簿の
印刷について

昭和４６年度 (起)昭46. 7.26 職業訓練課

3911 5 46優秀技能者表彰 身分調書等について（依頼） 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 3
(決)昭46. 7. 5

職業訓練課

3911 6 46優秀技能者表彰 昭和46年度優秀技能者賞揚候補者の写真について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.12 職業訓練課

3911 7 46優秀技能者表彰
優秀技能者賞揚及び卓越技能者表彰候補者につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 5.26
(決)昭46. 5.31

職業訓練課

3911 8 46優秀技能者表彰 優秀技能者の賞揚について 昭和４６年度 (起)昭46. 4. 2 職業訓練課

3912 1 46優秀技能者表彰資料 昭和46年度静岡県優秀技能者候補者の資料 昭和４６年度 職業訓練課

3913 1 47優秀技能者表彰
昭和47年度静岡県優秀技能者表彰式について（伺
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 8.14 職業訓練課

3913 2 47優秀技能者表彰
昭和47年度優秀技能者賞揚被賞揚者名簿の印刷に
ついて

昭和４７年度 (起)昭47. 8.14 職業訓練課

3913 3 47優秀技能者表彰
昭和47年度静岡県優秀技能者賞揚被賞揚者の選定
について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.18
(決)昭47. 7.21

職業訓練課

3913 4 47優秀技能者表彰 身分調書等について（依頼） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.26
(決)昭47. 6.28
(施)昭47. 6.28

職業訓練課
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3913 5 47優秀技能者表彰
優秀技能者賞揚及び卓越技能者表彰候補者につい
て

昭和４７年度 (起)昭47. 5.26 職業訓練課

3913 6 47優秀技能者表彰 優秀技能者の賞揚について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 8
(施)昭47. 3. 9

職業訓練課

3914 1 46叙勲・黄綬褒章関係 藍綬褒章並びに黄綬褒章候補者の推薦について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.15
(決)昭46. 6.15

職業訓練課

3914 2 46叙勲・黄綬褒章関係 昭和46年春の叙勲候補者の推薦について 昭和４６年度 (起)昭46. 6.24 職業訓練課

3914 3 46叙勲・黄綬褒章関係
昭和46年度秋の叙勲及び賜杯候補者の推薦につい
て

昭和４６年度 (起)昭46. 6.15 職業訓練課

3914 4 46叙勲・黄綬褒章関係 黄綬褒章候補者の推薦について 昭和４６年度 職業訓練課

3914 5 46叙勲・黄綬褒章関係 身分調書等について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.13 職業訓練課

3915 1 47黄綬褒章・叙勲関係 身分調書等について（依頼） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.20
(決)昭47. 6.20
(施)昭47. 6.21

職業訓練課

3915 2 47黄綬褒章・叙勲関係
昭和47年度秋の叙勲及び賜杯候補者の推薦につい
て

昭和４７年度 (起)昭47. 6. 2 職業訓練課

3915 3 47黄綬褒章・叙勲関係 藍綬褒章並びに黄綬褒章候補者の推薦について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.15 職業訓練課

3916 1 48黄綬褒章・叙勲関係 身分調書等について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.11
(施)昭48. 6.11

職業訓練課

3916 2 48黄綬褒章・叙勲関係 叙勲及び黄綬褒章の推薦書類の印刷について 昭和４８年度 (起)昭48. 6.18 職業訓練課

3916 3 48黄綬褒章・叙勲関係 昭和48年秋の勲章受章者名簿 昭和４８年度 (施)昭48.11. 3 労働省

3916 4 48黄綬褒章・叙勲関係 黄綬褒章・藍綬褒章受賞者名簿 昭和４８年度 (施)昭48.11.10 労働省

3916 5 48黄綬褒章・叙勲関係 叙勲及び黄綬褒章の功績調書等の提出について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.22
(決)昭48. 6.22

職業訓練課

3917 1 49叙勲関係 秋の叙勲者の新聞発表について（供覧） 昭和４９年度
(起)昭49.11. 5
(決)昭49.11. 5

職業訓練課

3917 2 49叙勲関係 叙勲の功績調書等の提出について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.22
(決)昭49. 6.24

職業訓練課

3917 3 49叙勲関係 昭和49年春の勲章受章者名簿 昭和４９年度 (施)昭49. 4.29 労働省

3917 4 49叙勲関係
昭和49年秋の叙勲及び賜杯候補者の推薦について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 4.25
(決)昭49. 4.30
(施)昭49. 4.30

職業訓練課

3917 5 49叙勲関係 昭和49年春の叙勲及び賜杯候補者の推薦について 昭和４８年度
(起)昭48.12.11
(決)昭48.12.13
(施)昭48.12.13

職業訓練課

3917 6 49叙勲関係 身分調書等について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48.12.11
(決)昭48.12.13
(施)昭48.12.13

職業訓練課
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3917 7 49叙勲関係 叙勲の功績調書等の提出について 昭和４８年度
(起)昭48.11.26
(決)昭48.11.26
(施)昭48.11.26

職業訓練課

3917 8 49叙勲関係 叙勲の功績調書等の提出について 昭和４８年度
(起)昭48.12.13
(決)昭48.12.13
(施)昭48.12.13

職業訓練課

3917 9 49叙勲関係 昭和49年春の叙勲及び賜杯候補者の推薦について 昭和４８年度
(起)昭48.11. 7
(決)昭48.11. 8
(施)昭48.11. 8

職業訓練課

3918 1 49黄綬褒章関係 黄綬褒章候補者名簿について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 8
(決)昭49. 6.18
(施)昭49. 6.18

職業訓練課

3918 2 49黄綬褒章関係 身分調書等について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.18
(決)昭49. 6.20
(施)昭49. 6.20

職業訓練課

3918 3 49黄綬褒章関係 黄綬褒章の推薦書類の印刷について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.27
(決)昭49. 6.27

職業訓練課

3918 4 49黄綬褒章関係 黄綬褒章候補者の選考書類の提出について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.28
(決)昭49. 6.29
(施)昭49. 6.29

職業訓練課

3919 1 50黄綬褒章関係 黄綬褒章候補者の選考書類の提出について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.14
(決)昭50. 7.14
(施)昭50. 7.14

職業訓練課

3919 2 50黄綬褒章関係 身分調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.10
(決)昭50. 7.10
(施)昭50. 7.10

職業訓練課

3919 3 50黄綬褒章関係 黄綬褒章候補者の選考書類の提出について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.19
(決)昭50. 8.19
(施)昭50. 8.19

職業訓練課

3920 1 第２次職業訓練計画
静岡県職業訓練計画策定に関する静岡県職業訓練
審議会に対する諮問について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.18
(決)昭50. 1.18
(施)昭50. 1.22

職業訓練課

3920 2 第２次職業訓練計画 職業訓練部会の開催について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.15
(決)昭50. 4.21
(施)昭50. 4.21

職業訓練課

3920 3 第２次職業訓練計画 職業訓練部会の提出資料について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 1
(決)昭50. 5. 1

職業訓練課

3920 4 第２次職業訓練計画
職業訓練計画策定のための庁内打合会の開催につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 5.22
(施)昭50. 5.22

職業訓練課

3920 5 第２次職業訓練計画
第２次職業訓練基本計画（案）に対する意見につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.26
(決)昭51. 4.28
(施)昭51. 4.28

職業訓練課

3920 6 第２次職業訓練計画 職業訓練部会（専門委員会）の開催について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.28
(決)昭50. 7. 4
(施)昭50. 7. 4

職業訓練課

3920 7 第２次職業訓練計画 専門委員会への提出資料について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.16
(決)昭50. 7.17
(施)昭50. 7.18

職業訓練課

3920 8 第２次職業訓練計画 職業訓練部会（専門委員会）の開催について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.26
(決)昭50. 9.30
(施)昭50. 9.30

職業訓練課

3920 9 第２次職業訓練計画
職業訓練計画調査研究会報告書の概要について
（送付）

昭和５０年度
(起)昭50.10.16
(決)昭50.10.17
(施)昭50.10.17

職業訓練課

3920 10 第２次職業訓練計画 専門委員会の提出資料について 昭和５０年度 (起)昭50.10.27 職業訓練課

3920 11 第２次職業訓練計画 職業訓練計画に関する調査について 昭和５０年度 (起)昭50.12.16 職業訓練課
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3920 12 第２次職業訓練計画 職業対策審議会への提出資料について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.18
(決)昭51. 3.18

職業訓練課

3920 13 第２次職業訓練計画 職業訓練部会（専門委員会）の開催について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 6
(決)昭51. 1.12
(施)昭51. 1.12

職業訓練課

3920 14 第２次職業訓練計画 専門委員会の提出資料について 昭和５０年度 (起)昭51. 1.26 職業訓練課

3920 15 第２次職業訓練計画 職業訓練基本計画（案）について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 5
(決)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6. 9

職業訓練課

3920 16 第２次職業訓練計画 職業訓練部会（専門委員会）の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.21
(決)昭51. 6.26
(施)昭51. 6.29

職業訓練課

3920 17 第２次職業訓練計画 専門委員会の提出資料について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.10
(決)昭51. 7.16

職業訓練課

3920 18 第２次職業訓練計画 職業訓練部会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 9
(決)昭51. 7.16
(施)昭51. 7.21

職業訓練課

3920 19 第２次職業訓練計画 静岡県職業訓練審議会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.10
(決)昭51. 7.16
(施)昭51. 7.21

職業訓練課

3920 20 第２次職業訓練計画 静岡県職業訓練計画について 昭和５１年度 (起)昭51. 8. 4 職業訓練課

3920 21 第２次職業訓練計画 職業訓練計画策定に関する意向調査について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.20
(決)昭50. 6.21

職業訓練課

3920 22 第２次職業訓練計画
県職業対策審議会職業訓練部会次第及び配布資料
等について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 8.10 職業訓練課

3920 23 第２次職業訓練計画
静岡県職業訓練審議会次第及び配布資料等につい
て（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 8.21 職業訓練課

3920 24 第２次職業訓練計画 静岡県職業訓練計画の策定について（答申） 昭和５１年度 (起)昭51. 8.23 職業訓練課

3920 25 第２次職業訓練計画 静岡県職業訓練計画の記者発表について 昭和５１年度 (起)昭51. 8.23 職業訓練課

3920 26 第２次職業訓練計画 静岡県職業訓練計画書の送付について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.25
(決)昭51. 8.25
(施)昭51. 8.25

職業訓練課

3920 27 第２次職業訓練計画
静岡県職業対策審議会職業訓練部会の審議内容に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 8.24
(決)昭51. 8.28

職業訓練課

3920 28 第２次職業訓練計画 定例部長会議報告事項の資料について 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 3
(決)昭51. 9. 3

職業訓練課

3920 29 第２次職業訓練計画 静岡県職業訓練審議会の審議内容について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.30
(決)昭51. 9. 6

職業訓練課

3920 30 第２次職業訓練計画 職業訓練計画について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51.10.13
(決)昭51.10.15
(施)昭51.10.16

職業訓練課

3920 31 第２次職業訓練計画 静岡県職業訓練計画の策定について（告示） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.25
(決)昭51. 9.20

職業訓練課

3920 32 第２次職業訓練計画 静岡県職業訓練計画について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.15
(決)昭51. 7.17
(施)昭51. 7.17

職業訓練課
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3920 33 第２次職業訓練計画 行政資料について 昭和５１年度
(起)昭51.12.22
(決)昭51.12.24
(施)昭51.12.27

職業訓練課

3921 1 叙勲・褒章・知事表彰綴 昭和56年春の褒章候補者の選考について（依頼） 昭和５５年度 (収)昭55. 8.20 秘書課

3921 2 叙勲・褒章・知事表彰綴 昭和54年春の褒章候補者の選考について（依頼） 昭和５３年度 (収)昭53. 8.10 秘書課

3921 3 叙勲・褒章・知事表彰綴
昭和54年秋以降３年間における春秋叙勲対象候補
者の調査について（依頼）

昭和５３年度 (収)昭53. 8.18 秘書課

3921 4 叙勲・褒章・知事表彰綴 昭和54年春の叙勲候補者の選考について 昭和５３年度 (収)昭53. 8.10 秘書課

3921 5 叙勲・褒章・知事表彰綴 昭和53年秋の叙勲候補者の推薦について（決定） 昭和５２年度 (収)昭53. 3. 6 秘書課

3921 6 叙勲・褒章・知事表彰綴 昭和54年春の叙勲候補者の選考について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.25 秘書課

3921 7 叙勲・褒章・知事表彰綴
昭和50年秋の叙勲候補者の推薦に伴う身分調書の
交付について（依頼）

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 3
(決)昭50. 6. 3
(施)昭50. 6. 3

地場産業課

3922 1 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.19
(決)昭46. 4.20

職業安定課

3922 2 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 2.20
(決)昭46. 3. 3

職業安定課

3922 3 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.19
(決)昭46. 4.20

職業安定課

3922 4 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 2
(決)昭46. 3. 3

職業安定課

3922 5 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.19
(決)昭46. 4.20

職業安定課

3922 6 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.19
(決)昭46. 4.20

職業安定課

3922 7 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.26
(決)昭46. 4.26

職業安定課

3922 8 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 3. 5
(決)昭46. 3. 9

職業安定課

3922 9 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.26
(決)昭46. 4.26

職業安定課

3922 10 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度 (起)昭46. 2.13 職業安定課

3922 11 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.20
(決)昭46. 5.20

職業安定課

3922 12 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 2.26
(決)昭46. 3. 3

職業安定課

3922 13 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.20
(決)昭46. 5.20

職業安定課
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3922 14 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.20
(決)昭46. 5.20

職業安定課

3922 15 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.11
(決)昭46. 3.17

職業安定課

3922 16 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.20
(決)昭46. 5.20

職業安定課

3922 17 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.25
(決)昭46. 3.27

職業安定課

3922 18 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.20
(決)昭46. 4.20

職業安定課

3922 19 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.12
(決)昭46. 6.12

職業安定課

3922 20 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.19
(決)昭46. 4.21

職業安定課

3922 21 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.12
(決)昭46. 6.12

職業安定課

3922 22 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.19
(決)昭46. 4.21

職業安定課

3922 23 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.12
(決)昭46. 6.12

職業安定課

3922 24 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.19
(決)昭46. 4.21

職業安定課

3922 25 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.12
(決)昭46. 6.12

職業安定課

3922 26 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.27
(決)昭46. 4.28

職業安定課

3922 27 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.13 職業安定課

3922 28 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.11
(決)昭46. 5.12

職業安定課

3922 29 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 30 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.11
(決)昭46. 5.12

職業安定課

3922 31 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 32 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.11
(決)昭46. 5.12

職業安定課

3922 33 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 34 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.11
(決)昭46. 5.12

職業安定課
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3922 35 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 36 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.11
(決)昭46. 5.12

職業安定課

3922 37 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 38 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.11
(決)昭46. 5.12

職業安定課

3922 39 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 40 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.14
(決)昭46. 5.14

職業安定課

3922 41 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 42 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.24
(決)昭46. 5.25

職業安定課

3922 43 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 44 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 4
(決)昭46. 6. 7

職業安定課

3922 45 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 46 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 4
(決)昭46. 6. 7

職業安定課

3922 47 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.14

職業安定課

3922 48 有料職業紹介事業許可申請書 無料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 8.13 職業安定課

3922 49 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 2 職業安定課

3922 50 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 8.13 職業安定課

3922 51 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.29
(決)昭46. 7. 2

職業安定課

3922 52 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 8.13 職業安定課

3922 53 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業変更届について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.29
(決)昭46. 7. 2
(施)昭46. 7. 2

職業安定課

3922 54 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.18
(決)昭46. 6.21

職業安定課

3922 55 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 8.13 職業安定課
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3922 56 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業廃止について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.22
(決)昭46. 6.23
(施)昭46. 6.23

職業安定課

3922 57 有料職業紹介事業許可申請書
有料職業紹介事業の廃止に伴う補償金の取り戻し
について

昭和４６年度 (起)昭46. 8.13 職業安定課

3922 58 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.26 職業安定課

3922 59 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 8
(決)昭46. 9. 9

職業安定課

3922 60 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 8. 4 職業安定課

3922 61 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 8
(決)昭46. 9. 9

職業安定課

3922 62 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.10. 1 職業安定課

3922 63 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.19
(決)昭46. 8.19

職業安定課

3922 64 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.10. 1
(決)昭46.10. 4

職業安定課

3922 65 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.10
(決)昭46. 8.10

職業安定課

3922 66 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.10. 1
(決)昭46.10. 4

職業安定課

3922 67 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 9
(決)昭46. 8.10

職業安定課

3922 68 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(決)昭46.10.28

職業安定課

3922 69 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.22
(決)昭46. 9.23

職業安定課

3922 70 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(決)昭46.10.28

職業安定課

3922 71 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.10. 1 職業安定課

3922 72 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(決)昭46.10.28

職業安定課

3922 73 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.22
(決)昭46. 9.23

職業安定課

3922 74 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(決)昭46.10.28

職業安定課

3922 75 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.22
(決)昭46. 9.23

職業安定課

3922 76 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(決)昭46.10.28

職業安定課
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3922 77 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.22
(決)昭46. 9.23

職業安定課

3922 78 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(決)昭46.10.28

職業安定課

3922 79 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.10. 1 職業安定課

3922 80 有料職業紹介事業許可申請書 職業紹介事業変更届の申請について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.13 職業安定課

3922 81 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.12.11
(決)昭46.12.13

職業安定課

3922 82 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.10.13 職業安定課

3922 83 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.10
(決)昭47. 1.11

職業安定課

3922 84 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 9
(決)昭46.11.11

職業安定課

3922 85 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.10
(決)昭47. 1.11

職業安定課

3922 86 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.11.26 職業安定課

3922 87 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.10
(決)昭47. 1.11

職業安定課

3922 88 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.12. 1 職業安定課

3922 89 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.11
(決)昭47. 1.11

職業安定課

3922 90 有料職業紹介事業許可申請書
営利職業紹介事業変更届並びに事業変更許可の申
請について

昭和４６年度
(起)昭46.11. 2
(決)昭46.11. 6
(施)昭46.11.25

職業安定課

3922 91 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.11
(決)昭47. 1.11

職業安定課

3922 92 有料職業紹介事業許可申請書 営利職業紹介事業変更許可の申請について 昭和４６年度
(起)昭46.11.17
(決)昭46.11.25
(施)昭46.11.25

職業安定課

3922 93 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.11 職業安定課

3922 94 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 6
(決)昭46. 9. 8

職業安定課

3922 95 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.11 職業安定課

3922 96 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.11. 2 職業安定課

3922 97 有料職業紹介事業許可申請書
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の提出について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.14
(施)昭47. 3.14

職業安定課
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3922 98 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 8
(決)昭47. 2. 8

職業安定課

3922 99 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.12. 9
(決)昭46.12.13

職業安定課

3922 100 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 8
(決)昭47. 2. 8

職業安定課

3922 101 有料職業紹介事業許可申請書
有料職業紹介事業継続許可申請並びに事業変更届
について

昭和４６年度
(起)昭46.12.10
(決)昭46.12.13
(施)昭46.12.13

職業安定課

3922 102 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 8
(決)昭47. 2. 8

職業安定課

3922 103 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭46.12.20 職業安定課

3922 104 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 8
(決)昭47. 2. 8

職業安定課

3922 105 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭46.12.24
(決)昭46.12.25

職業安定課

3922 106 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業変更届について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.11
(決)昭47. 1.11
(施)昭47. 1.11

職業安定課

3922 107 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 2 職業安定課

3922 108 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.20
(決)昭47. 1.24

職業安定課

3922 109 有料職業紹介事業許可申請書
有料職業紹介事業の廃止に伴う補償金の取り戻し
について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 2
(決)昭47. 3. 3

職業安定課

3922 110 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業の廃止について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.24
(決)昭47. 1.27

職業安定課

3922 111 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業の変更について 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 2 職業安定課

3922 112 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.14

職業安定課

3922 113 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.25
(決)昭47. 1.26

職業安定課

3922 114 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.14

職業安定課

3922 115 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.11 職業安定課

3922 116 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.14

職業安定課

3922 117 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 1
(決)昭47. 2. 3

職業安定課

3922 118 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.14

職業安定課
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3922 119 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.11 職業安定課

3922 120 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.14

職業安定課

3922 121 有料職業紹介事業許可申請書 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 1
(決)昭47. 2. 3

職業安定課

3922 122 有料職業紹介事業許可申請書
有料職業紹介事業新規（沼津家政婦紹介所）許可
申請について（報告）

昭和４６年度
(起)昭47. 2.19
(決)昭47. 2.19
(施)昭47. 2.19

職業安定課

3923 1 第１回全国山村振興シンポジウム 第１回山村振興シンポジウム静岡新聞資料 昭和４８年度 農政課

3924 1
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和54年度農林漁業経営改善計画設定実績の報告
について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 2
(決)昭55. 7. 3

農政課

3924 2
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域対策緊急措置法第19条及び山村振興法第
13条に基づく農林漁業経営改善計画認定目標額の
配分希望額の変更報告について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.29
(決)昭55. 2.29
(施)昭55. 2.29

農政課

3924 3
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村過疎地域経営改善資金の貸付決定につい
て

昭和５４年度
(起)昭54.12. 7
(決)昭54.12.10
(施)昭54.12.10

農政課

3924 4
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域対策緊急措置法第19条及び山村振興法第
13条に基づく農林漁業経営改善計画認定目標額の
配分希望額の変更報告について

昭和５４年度
(起)昭54.10.29
(決)昭54.10.30

農政課

3924 5
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村経営改善資金の借受けに係る農村漁業経
営改善計画の認定について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.18
(決)昭54. 9.25
(施)昭54. 9.25

農政課

3924 6
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和54年度過疎地域対策緊急措置法第19条及び山
村振興法第13条に基づく農林漁業経営改善計画認
定要望額及び配分希望額について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 1
(決)昭54. 6. 4

農政課

3924 7
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和53年度農林漁業経営改善計画認定実績の報告
について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.31 農政課

3924 8
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村過疎地域経営改善資金の貸付決定につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.12
(施)昭54. 4.12

農政課

3924 9
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村過疎地域経営改善資金の貸付決定につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 6
(施)昭54. 4. 7

農政課

3924 10
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村経営改善資金の借受けに係る農林漁業経
営改善計画の認定について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.27
(決)昭54. 3.27
(施)昭54. 3.27

農政課

3924 11
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村経営改善資金の借受けに係る農林漁業経
営改善計画の認定について

昭和５３年度
(起)昭53.12.20
(決)昭53.12.21
(施)昭53.12.21

農政課

3924 12
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域対策緊急措置法第19条及び山村振興法第
13条に基づく農林漁業経営改善計画認定目標額の
配分希望額の変更報告について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 7
(決)昭53.11. 9
(施)昭53.11. 9

農政課

3924 13
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和53年度過疎地域対策緊急措置法第19条及び山
村振興法第13条に基づく農林漁業経営改善計画認
定目標額の配分について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 4
(決)昭53. 8. 7
(施)昭53. 8. 8

農政課

3924 14
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和53年度過疎地域対策緊急措置法第19条及び山
村振興法第13条に基づく農林漁業経営改善計画認
定要望額及び配分希望額について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 7
(決)昭53. 6. 9
(施)昭53. 6. 9

農政課
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3924 15
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和52年度農林漁業経営改善計画認定実績につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 7
(決)昭53. 6.10
(施)昭53. 6.10

農政課

3924 16
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村経営改善資金の貸付決定について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 6
(決)昭53. 4. 7
(施)昭53. 4.17

農政課

3924 17
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村経営改善資金の借受けに係る農林漁業経
営改善計画の認定について

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 1
(決)昭53. 3.16
(施)昭53. 3.17

農政課

3924 18
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和52年度過疎地域対策緊急措置法第19条及び山
村振興法第13条に基づく農林漁業経営改善計画認
定目標額の配分希望額の変更報告について（第２
回）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3. 9
(施)昭53. 3. 9

農政課

3924 19
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域対策緊急措置法第19条及び山村振興法第
13条に基づく農林漁業経営改善計画認定目標額の
配分希望額等の調査について（報告）

昭和５２年度
(起)昭52.11. 7
(決)昭52.11. 9
(施)昭52.11.10

農政課

3924 20
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域対策緊急措置法第19条及び山村振興法第
13条に基づく農林漁業経営改善計画認定目標額の
配分について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 7.26
(施)昭52. 7.26

農政課

3924 21
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和51年度農林漁業経営改善計画認定実績の報告
について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.25
(決)昭52. 4.26
(施)昭52. 4.26

農政課

3924 22
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村過疎地域経営改善資金の貸付決定につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 4.25
(決)昭52. 4.26
(施)昭52. 4.26

農政課

3924 23
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村・過疎地域経営改善資金の借受けに係る
農林漁業経営改善計画の認定について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.17
(決)昭52. 3.19
(施)昭52. 3.25

農政課

3924 24
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村・過疎地域経営改善資金の借受けに係る
農林漁業経営改善計画の認定について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.16
(決)昭52. 3.19
(施)昭52. 3.22

農政課

3924 25
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村・過疎地域経営改善資金の借受けに係る
農林漁業経営改善計画の認定について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.12.21
(決)昭52. 1.12
(施)昭52. 1.12

農政課

3924 26
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村・過疎地域農林漁業経営改善資金につい
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 3
(施)昭51. 7. 5

農政課

3924 27
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村・過疎地域農林漁業経営改善資金に係る
資金枠ついて（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 2
(決)昭51. 7. 2
(施)昭51. 7. 2

農政課

3924 28
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村・過疎地域農林漁業経営改善資金需要見
込状況調について（照会・通知）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 8
(決)昭51. 6.10
(施)昭51. 6.11

農政課

3924 29
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村・過疎地域経営改善資金の借受けに係る
農林漁業経営改善計画の認定について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.16
(決)昭51. 7.21
(施)昭51. 7.28

農政課

3924 30
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

振興山村過疎地域経営改善資金に係る農林漁業の
貸付決定について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.19

農政課

3924 31
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域経営改善資金の借受けに係る農林漁業経
営改善計画の認定について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.21
(決)昭51. 3. 1
(施)昭51. 3. 2

農政課

3924 32
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域経営改善資金の貸付決定通知について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 7
(決)昭51. 2.12
(施)昭51. 2.12

農政課

3924 33
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域経営改善資金の借受けに係る農林漁業経
営改善計画の認定について

昭和５０年度
(起)昭50.12.25
(決)昭51. 1. 7
(施)昭51. 1. 7

農政課

390 ページ



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

3924 34
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和47年度農林漁業経営改善計画認定実績につい
て（報告）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.11
(決)昭48. 4.13
(施)昭48. 4.16

農政課

3924 35
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域経営改善資金の貸付決定について 昭和４７年度
(起)昭47.10.11
(決)昭47.10.16
(施)昭47.10.16

農政課

3924 36
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎対策事業の内容について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.30
(決)昭47. 7. 1
(施)昭47. 7. 1

農政課

3924 37
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域経営改善資金に係る農林漁業経営改善計
画の認定について

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 5
(決)昭47. 7.12
(施)昭47. 7.12

農政課

3924 38
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

昭和46年度農林漁業経営改善計画認定実績につい
て（報告）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 9
(決)昭47. 6.16
(施)昭47. 6.16

農政課

3924 39
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域経営改善資金の貸付実行について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.27
(決)昭47. 4.28
(施)昭47. 4.28

農政課

3924 40
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

未墾地取得資金の貸付決定について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 4.24
(施)昭47. 4.24

農政課

3924 41
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域農林漁業経営改善資金の融資状況調べに
ついて（47.２.17付け47-38分）（報告）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 4.24
(施)昭47. 4.24

農政課

3924 42
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域農林漁業経営改善資金の需要調べについ
て（照会）

昭和４６年度
(起)昭47. 2.28
(決)昭47. 2.28
(施)昭47. 2.28

農政課

3924 43
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

農林漁業経営改善計画の認定について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.12.20
(決)昭46.12.28
(施)昭47. 1. 5

農政課

3924 44
山村、過疎地域経営改善資金関係
綴

過疎地域農林漁業経営資金担当課調べについて
（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 4. 6 農政課

3925 1 46年農林水産業功労者表彰関係 昭和46年度農林水産業功労者表彰関係綴 昭和４６年度 (起)昭46. 9.28 農政課

3925 2 46年農林水産業功労者表彰関係
昭和46年度静岡県農林水産業功労者表彰候補者の
推薦について

昭和４６年度
(起)昭46. 8.21
(決)昭46. 8.23
(施)昭46. 8.23

農政課

3926 1 47年農林水産業功労者表彰関係
昭和47年度農林水産業功労者及び農林水産業優良
集団の表彰について

昭和４７年度 (起)昭47.10.17 農政課

3926 2 47年農林水産業功労者表彰関係
昭和47年度農林水産業功労者等被表彰者の決定に
ついて

昭和４７年度 (起)昭47.10.23 農政課

3926 3 47年農林水産業功労者表彰関係
昭和47年度静岡県農林水産業功労者（集団）表彰
候補者の推薦について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.13
(決)昭47. 9.21
(施)昭47. 9.21

農政課

3927 1 49年農林水産業功労者表彰関係 農林水産業功労者等表彰者の決定について 昭和４９年度 (起)昭50. 1. 6 農政課

3927 2 49年農林水産業功労者表彰関係
昭和49年度静岡県農林水産業功労者等表彰候補者
の推せんについて

昭和４９年度
(起)昭49. 9.27
(決)昭49.10. 2
(施)昭49.10. 3

農政課

3928 1 50年農林水産業功労者表彰関係 農林水産業功労者等表彰者の決定について 昭和５０年度
(起)昭50.12.23
(決)昭50.12.27
(施)昭50.12.27

農政課

3928 2 50年農林水産業功労者表彰関係
第14回農林漁業祭農林水産業功労者名簿の作成に
ついて

昭和５０年度 (起)昭50.12.24 農政課

3928 3 50年農林水産業功労者表彰関係
昭和50年度静岡県農林水産業振興会功労者等表彰
選考委員会の開催について

昭和５０年度 (起)昭50.12.12 農政課

391 ページ



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

3928 4 50年農林水産業功労者表彰関係
昭和51年度静岡県農林水産業振興会功労者等表彰
候補者の推選について（依頼）

昭和５０年度
(起)昭50.10. 1
(決)昭50.10. 2
(施)昭50.10. 2

農政課

3929 1 48朝日農業賞関係綴 朝日農業賞決定について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.30
(決)昭49. 2. 1
(施)昭49. 2. 1

農政課

3929 2 48朝日農業賞関係綴 朝日農業賞推せん調査書について 昭和４８年度 (起)昭48. 9. 3 農政課

3929 3 48朝日農業賞関係綴 静岡県朝日農業賞推せん委員会の開催について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.31
(決)昭48. 8. 1
(施)昭48. 8. 1

農政課

3929 4 48朝日農業賞関係綴
昭和48年度静岡県朝日農業賞推せん委員会の設置
について

昭和４８年度
(起)昭48. 6.27
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 7. 2

農政課

3929 5 48朝日農業賞関係綴 昭和48年度朝日農業賞候補集団の推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48. 6.27
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 7. 2

農政課

3930 1 50朝日農業賞関係綴 昭和50年度朝日農業賞候補集団の推せんについて 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 8
(決)昭50. 9. 9
(施)昭50. 9.10

農政課

3930 2 50朝日農業賞関係綴 昭和50年度朝日農業賞候補集団の推せんについて 昭和５０年度
(起)昭50. 5.21
(決)昭50. 5.21
(施)昭50. 5.21

農政課

3931 1 社会功労賞関係綴
静岡新聞社．ＳＢＳ静岡放送社会功労賞受賞者決
定について

昭和５２年度
(起)昭52.11.18
(施)昭52.11.28

農政課

3931 2 社会功労賞関係綴 社会功労賞候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52.10.20
(決)昭52.10.22
(施)昭52.10.22

農政課

3931 3 社会功労賞関係綴 社会功労賞候補者推せんについて（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 9.24
(決)昭52. 9.26
(施)昭52. 9.26

農政課

3931 4 社会功労賞関係綴 社会功労賞候補者推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.10.19
(決)昭51.10.20

農政課

3931 5 社会功労賞関係綴 社会功労賞候補者推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51. 9.17
(決)昭51. 9.20
(施)昭51. 9.20

農政課

3931 6 社会功労賞関係綴 テレビ静岡社会功労賞の候補者推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 7
(決)昭51. 7. 8

農政課

3931 7 社会功労賞関係綴
静岡新聞社会功労賞（農業賞部門）の内定につい
て

昭和５０年度 (起)昭50.11.12 農政課

3931 8 社会功労賞関係綴 静岡新聞社会功労賞候補者推薦について 昭和５０年度
(起)昭50.10.27
(決)昭50.10.31
(施)昭50.11. 1

農政課

3931 9 社会功労賞関係綴 静岡新聞社社会功労賞候補者推薦について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.30
(決)昭50.10. 2
(施)昭50.10. 2

農政課

3931 10 社会功労賞関係綴 テレビ静岡社会功労賞の候補者推せんについて 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 6
(決)昭50. 9.12
(施)昭50. 9.13

農政課

3931 11 社会功労賞関係綴 テレビ静岡社会功労賞の候補者推せんについて 昭和５０年度 (起)昭50. 7.29 農政課

3931 12 社会功労賞関係綴 テレビ静岡社会功労賞の候補者推せんについて 昭和４９年度
(起)昭49. 9.10
(決)昭49. 9.12
(施)昭49. 9.12

農政課

3931 13 社会功労賞関係綴 静岡新聞農業賞候補者の推せんについて 昭和４８年度 (起)昭48.11.20 農政課
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3931 14 社会功労賞関係綴 職域における創意工夫功労者の推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48.10.19
(決)昭48.10.22
(施)昭48.10.22

農政課

3931 15 社会功労賞関係綴 テレビ静岡社会功労賞被表彰者推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48. 9.22
(決)昭48. 9.25
(施)昭48. 9.26

農政課

3932 1 47毎日農業コンクール関係
第21回全国農業コンクール地区代表決定と全国大
会に係官派遣方について

昭和４７年度 (起)昭47. 7.10 農政課

3932 2 47毎日農業コンクール関係
第21回全国農業コンクール参加（団体）候補者の
推せんについて

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 1
(決)昭47. 3. 7
(施)昭47. 3. 7

農政課

3933 1 高齢者叙勲関係 高齢者（88才以上）に対する叙勲について 昭和４８年度 (起)昭48. 7. 9 農政課

3934 1 山村問題研究会 山村問題研究会報告書の送付について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.17
(決)昭52. 2.19
(施)昭52. 3. 3

農政課

3934 2 山村問題研究会 山村問題研究会委員への記念品送付について 昭和５１年度
(起)昭51.12.21
(決)昭51.12.23
(施)昭51.12.23

農政課

3934 3 山村問題研究会 山村問題研究会報告書の印刷について 昭和５１年度
(起)昭51.11.29
(決)昭51.12. 2
(施)昭51.12. 2

農政課

3934 4 山村問題研究会
山村問題研究会の総合研究部会、委員会及び庁内
調整会議の開催について

昭和５１年度
(起)昭51.10. 1
(決)昭51.10. 5
(施)昭51.10. 5

農政課

3934 5 山村問題研究会
山村問題研究会ワーキンググループの専従方依頼
について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.25
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.28

農政課

3934 6 山村問題研究会 会議室の長期借用について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.28

農政課

3934 7 山村問題研究会 会議室の鍵の借用について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.26
(決)昭51. 8.30
(施)昭51. 8.30

農政課

3934 8 山村問題研究会 会議室の借用延長について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.17
(決)昭51. 8.17
(施)昭51. 8.17

農政課

3934 9 山村問題研究会 長机の借用について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.31
(決)昭51. 7.31
(施)昭51. 7.31

農政課

3934 10 山村問題研究会 会議室の鍵の借用について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.31
(決)昭51. 7.31
(施)昭51. 7.31

農政課

3934 11 山村問題研究会
第２回山村問題研究会委員会の開催期日の変更に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 7.14
(決)昭51. 7.14
(施)昭51. 7.15

農政課

3934 12 山村問題研究会
山村問題研究会についての副知事ヒヤリングの結
果について

昭和５１年度 (起)昭51. 7.14 農政課

3934 13 山村問題研究会
第２回山村問題研究会委員会の議事次第等につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 7.12
(決)昭51. 7.13

農政課

3934 14 山村問題研究会 第２回山村問題研究会委員会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 2
(決)昭51. 7. 2
(施)昭51. 7. 3

農政課

3934 15 山村問題研究会 会議室の借用延長について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.30
(決)昭51. 6.30
(施)昭51. 6.30

農政課

3934 16 山村問題研究会 山林対策に関する関係農協会議開催について 昭和５１年度 (収)昭51. 6. 7
静岡県農業協同
組合中央会会長
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3934 17 山村問題研究会 山村振興施策等の調査の実施について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 7
(決)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6. 8

農政課

3934 18 山村問題研究会 アンケートの実施について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.25
(決)昭51. 5.27
(施)昭51. 5.27

農政課

3934 19 山村問題研究会 アンケートの実施について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.19
(決)昭51. 5.19
(施)昭51. 5.22

農政課

3934 20 山村問題研究会
山村問題研究会研究部会の設置について（うかが
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.27
(決)昭51. 6. 3
(施)昭51. 6. 3

農政課

3934 21 山村問題研究会 山村問題研究会の調査活動について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.17
(決)昭51. 5.20
(施)昭51. 5.20

農政課

3934 22 山村問題研究会
会議室（本館５Ｆ第２会議室）の鍵の長期使用に
ついて

昭和５０年度 (施)昭51. 3.29 農政課

3934 23 山村問題研究会
山村問題研究会ワーキンググループ員の打合せ会
の開催について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 9
(決)昭51. 4. 9
(施)昭51. 4. 9

農政課

3934 24 山村問題研究会 第１回山村問題研究会委員会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(決)昭51. 4. 9
(施)昭51. 4. 9

農政課

3934 25 山村問題研究会 山村問題研究会委員会委員会の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 3.31

農政課

3934 26 山村問題研究会 会議室等の長期借用について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 2
(決)昭51. 3. 3
(施)昭51. 3. 3

農政課

3934 27 山村問題研究会
山村問題研究会ワーキンググループメンバーの委
嘱と会議の開催について

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 2
(決)昭51. 3. 2
(施)昭51. 3. 2

農政課

3934 28 山村問題研究会 山村問題研究会の発足について（うかがい） 昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.27
(施)昭51. 2.28

農政課

3935 1
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会総会の開催に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 4.13
(決)昭46. 4.14

後継者養成課

3935 2
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ実態調査の実施について 昭和４５年度 (起)昭46. 3.12 後継者養成課

3935 3
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

「第７回全国４Ｈクラブ員のつどい」参加者の募
集について

昭和４５年度
(起)昭46. 3.16
(決)昭46. 3.17

後継者養成課

3935 4
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

県農村青少年クラブ役員会の開催について 昭和４６年度 (起)昭46. 4.27 後継者養成課

3935 5
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和46年度農村青少年単位クラブ会長会議の開催
について

昭和４６年度
(起)昭46. 5.13
(決)昭46. 5.14

後継者養成課

3935 6
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

農村青少年単位クラブ会長会議（研修会）におけ
る講師の依頼について

昭和４６年度
(起)昭46. 5.18
(決)昭46. 5.18
(施)昭46. 5.19

後継者養成課

3935 7
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会昭和46年度役
員名簿および日本４Ｈ新聞情報連絡員の報告につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 5.18
(決)昭46. 5.18

後継者養成課

3935 8
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

全国４Ｈクラブ中央推進会議ならびに会長会議参
加者報告について

昭和４６年度
(起)昭46. 5.18
(決)昭46. 5.18

後継者養成課
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3935 9
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会顧問の委嘱に
ついて

昭和４６年度 (起)昭46. 5.18 後継者養成課

3935 10
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会役員会の開催
について

昭和４６年度 (起)昭46. 6. 3 後継者養成課

3935 11
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

全国農村青少年技術交換大会派遣プロジェクト演
示発表審査会の開催および役員会の開催について

昭和４６年度 (起)昭46. 6.17 後継者養成課

3935 12
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

「第３回全国４Ｈクラブ沖縄親善交歓訪問団」団
員募集について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.17
(決)昭46. 7.17

後継者養成課

3935 13
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県４Ｈクラブモニター員の設置について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.17
(施)昭47. 2.18

後継者養成課

3935 14
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第16回静岡県農村青少年技術交歓大会反省会の開
催について

昭和４６年度 後継者養成課

3935 15
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第２回静岡県農村青少年スポーツ大会主将会議の
開催について

昭和４６年度 (起)昭46. 9.25 後継者養成課

3935 16
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

県農村青少年クラブ役員会の開催について 昭和４６年度
(起)昭46.10.18
(決)昭46.10.18
(施)昭46.10.20

後継者養成課

3935 17
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

県農村青少年クラブ役員会の開催について 昭和４６年度 (起)昭46.11. 5 後継者養成課

3935 18
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

日本４Ｈ新聞の購読更新および新規購読申し込み
について

昭和４６年度
(起)昭46.11.11
(施)昭46.11.11

後継者養成課

3935 19
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第２回静岡県農村青少年クラブ功労者の表彰につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(施)昭46.11.30

後継者養成課

3935 20
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ功労者表彰審査委員会お
よび県農村青少年クラブ役員会の開催について

昭和４５年度
(起)昭46. 1. 6
(決)昭46. 1. 6
(施)昭46. 1. 7

後継者養成課

3935 21
46静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

農村青少年クラブ功労者表彰審査委員会及び役員
会の開催について

昭和４５年度
(起)昭46. 1. 6
(決)昭46. 1. 6
(施)昭46. 1. 7

後継者養成課

3936 1
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会総会の開催に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 4
(決)昭47. 4. 6
(施)昭47. 4. 7

後継者養成課

3936 2
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

県農村青少年クラブ連絡協議会役員会の開催につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 4.21
(施)昭47. 4.21

後継者養成課

3936 3
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和47年度静岡県農村青少年クラブ連絡協議会総
会資料および役員名簿、４Ｈ新聞連絡報道員の報
告について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.11
(施)昭47. 5.16

後継者養成課

3936 4
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県４Ｈクラブモニター員会議の開催について 昭和４７年度
(起)昭47. 5. 6
(施)昭47. 5. 6

後継者養成課

3936 5
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会顧問、参与の
委嘱について

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 6
(施)昭47. 5.10

後継者養成課

3936 6
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和47年度静岡県農村青少年クラブ連絡協議会役
員の調整について（依頼）

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 6
(施)昭47. 5.11

後継者養成課

3936 7
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和47年度農村青少年単位クラブ会長会議の開催
について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.11
(施)昭47. 5.16

後継者養成課
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3936 8
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

日本４Ｈ新聞の購読推進および取りまとめについ
て（依頼）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.26
(施)昭47. 5.29

後継者養成課

3936 9
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和47年度農村青少年単位クラブ実態調査の実施
について（依頼）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.12
(施)昭47. 5.17

後継者養成課

3936 10
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和47年度静岡県農村青少年クラブ連絡協議会会
員の報告について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.20
(施)昭47. 7.12

後継者養成課

3936 11
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会役員会の開催
について

昭和４７年度
(起)昭47. 7.12
(施)昭47. 7.13

後継者養成課

3936 12
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

「第８回全国４Ｈクラブ員のつどい」参加申し込
みについて

昭和４７年度 (起)昭47. 6.15 後継者養成課

3936 13
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

「第８回全国４Ｈクラブ員のつどい」参加者の募
集について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 4.21
(施)昭47. 4.21

後継者養成課

3936 14
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ「女子クラブ員のつど
い」の開催について

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 2
(決)昭47. 9. 5

後継者養成課

3936 15
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ「女子クラブ員のつど
い」の開催について

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 2
(決)昭47. 9. 5

後継者養成課

3936 16
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

講師の依頼について 昭和４７年度 (起)昭47. 9. 5 後継者養成課

3936 17
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和47年度関東ブロック農村青少年クラブ推進会
議参加者の報告について

昭和４７年度 (起)昭47. 9.25 後継者養成課

3936 18
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

女子クラブ活動についてのアンケートについて
（回答）

昭和４７年度 (起)昭47.10. 2 後継者養成課

3936 19
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県４Ｈクラブモニター会議の開催について 昭和４７年度 (起)昭47.10. 9 後継者養成課

3936 20
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会役員会の開催
について

昭和４７年度 (起)昭47.10. 9 後継者養成課

3936 21
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

「ハワイ親善交歓訪問」派遣団員の募集について 昭和４７年度 (起)昭47.10.17 後継者養成課

3936 22
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会役員会の開催
について

昭和４７年度 (起)昭47.11. 7 後継者養成課

3936 23
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

県農村青少年クラブ連絡協議会役員会の開催につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47.12. 5
(施)昭47.12. 6

後継者養成課

3936 24
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第12回静岡県農村教育青年会議運営打合せ会およ
び静岡県農村青少年クラブ功労者選考委員会の開
催について

昭和４７年度 (起)昭47.12.22 後継者養成課

3936 25
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

農村青少年単位クラブ会長会議の開催について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.16
(施)昭48. 1.17

後継者養成課

3936 26
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第３回静岡県農村青少年クラブスポーツ大会にお
ける職業対策部長賞状の交付について

昭和４７年度 (起)昭48. 3.13 後継者養成課

3936 27
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和47年度静岡県農村青少年クラブ功労者につい
て（決定）

昭和４７年度
(起)昭48. 1.26
(施)昭48. 1.29

後継者養成課
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3936 28
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ功労者の表彰について
（通知）

昭和４７年度
(起)昭48. 1.26
(施)昭48. 1.29

後継者養成課

3936 29
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第12回静岡県農村教育青年会議運営打合せ会およ
び静岡県農村青少年クラブ功労者選考委員会の開
催について

昭和４７年度 (起)昭47.12.22 後継者養成課

3936 30
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県４Ｈクラブ功労者の推せんについて（依
頼）

昭和４７年度
(起)昭47.12. 6
(施)昭47.12. 8

後継者養成課

3936 31
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第18回静岡県農村青少年技術交換大会反省会の開
催について

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 6
(施)昭47. 9.11

後継者養成課

3936 32
47静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会役員会の開催
について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.30
(決)昭48. 3.30

後継者養成課

3937 1
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会総会の開催に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 7
(決)昭48. 4. 9

後継者養成課

3937 2
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会理事会の開催
について

昭和４８年度
(起)昭48. 4.24
(決)昭48. 4.25
(施)昭48. 4.25

後継者養成課

3937 3
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

日本４Ｈ会館建設募金目標額達成報告について
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.25
(決)昭48. 4.25
(施)昭48. 4.25

後継者養成課

3937 4
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県４Ｈクラブモニター員の推せんについて
（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.25
(決)昭48. 4.25
(施)昭48. 4.25

後継者養成課

3937 5
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和48年度農村青少年単位クラブ会長会議の開催
について

昭和４８年度 (起)昭48. 5. 7 後継者養成課

3937 6
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和48年度農村青少年単位クラブ会長会議におけ
る講師について（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.14
(決)昭48. 5.15
(施)昭48. 5.16

後継者養成課

3937 7
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和48年度農村青少年単位クラブ会長会議の開催
について（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 9
(決)昭48. 5.12
(施)昭48. 5.14

後継者養成課

3937 8
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会理事の補充に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5. 9
(施)昭48. 5. 9

後継者養成課

3937 9
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

産業青年海外研修応募者の取りまとめについて
（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 8
(決)昭48. 5. 9
(施)昭48. 5. 9

後継者養成課

3937 10
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会参与、顧問の
委嘱について

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5. 9
(施)昭48. 5. 9

後継者養成課

3937 11
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会理事会の開催
について

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 5
(施)昭48. 6. 5

後継者養成課

3937 12
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

「緑の仲間」第７号の送付について 昭和４８年度 (起)昭48. 8.25 後継者養成課

3937 13
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

農村報知新聞の購読取りまとめについて（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.27
(施)昭48. 8.30

後継者養成課

3937 14
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

昭和48年度静岡県農村青少年単位クラブ連絡協議
会負担金および会費の納入について

昭和４８年度
(起)昭48.10.23
(施)昭48.10.26

後継者養成課

3937 15
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第４回静岡県農村青少年クラブスポーツ大会の開
催について

昭和４８年度 (起)昭48. 9. 3 後継者養成課
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3937 16
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第４回静岡県農村青少年クラブスポーツ大会準備
打合せ会の開催について

昭和４８年度 (起)昭48. 9. 1 後継者養成課

3937 17
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

第４回静岡県農村青少年クラブスポーツ大会にお
ける職業対策部長賞状の交付について（伺い）

昭和４８年度 (起)昭48.10. 8 後継者養成課

3937 18
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会理事会の開催
について

昭和４８年度 (起)昭48.11. 9 後継者養成課

3937 19
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会理事会の開催
について

昭和４８年度 (起)昭48.12. 8 後継者養成課

3937 20
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会理事会および
功労者選考委員会の開催について

昭和４８年度
(起)昭48.12.21
(施)昭48.12.21

後継者養成課

3937 21
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ功労者の推せんおよび選
考委員会の開催について

昭和４８年度
(起)昭48.12.21
(施)昭48.12.21

後継者養成課

3937 22
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

全国農業青年クラブ第１回機関、広報紙（誌）展
について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.16
(施)昭49. 2.20

後継者養成課

3937 23
48静岡県農村青少年クラブ連絡協
議会

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会理事会の開催
について

昭和４８年度 (起)昭49. 3. 9 後継者養成課

3938 1 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会理事会の開催につい
て

昭和４９年度
(起)昭50. 3.10
(決)昭50. 3.10
(施)昭50. 3.11

後継者育成課

3938 2 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会 静岡県４Ｈクラブ功労者の決定について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.29
(決)昭49. 1.31
(施)昭49. 2. 3

後継者育成課

3938 3 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ功労者選考委員会の開催につい
て

昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.27
(施)昭49.12.27

後継者育成課

3938 4 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会理事会の開催につい
て

昭和４９年度
(起)昭50. 1.22
(施)昭50. 1.27

後継者育成課

3938 5 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会理事会および功労者
選考委員会の開催について

昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.27
(施)昭49.12.27

後継者育成課

3938 6 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ功労者表彰規定の一部改正につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49.12.18
(決)昭49.12.19
(施)昭49.12.19

後継者育成課

3938 7 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会・理事会の開催につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49.11.22
(決)昭49.11.25
(施)昭49.11.26

後継者育成課

3938 8 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会・理事会の開催につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49.10.22
(決)昭49.10.24
(施)昭49.10.24

後継者育成課

3938 9 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
農村青小年グループの訪問交歓会の実施について
（依頼）

昭和４９年度 (収)昭49.10.22
神奈川県伊勢原
農業改良普及所
長

3938 10 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会・理事会の開催につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 5
(決)昭49. 9. 6
(施)昭49. 9. 6

後継者育成課

3938 11 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会 「緑の仲間」第９号の送付について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.11
(決)昭49. 9.12
(施)昭49. 9.12

後継者育成課

3938 12 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
昭和49年度「青少年団体等の表彰」の推薦につい
て

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 6
(決)昭49. 9. 7

後継者育成課
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3938 13 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会 クラブ交換会の依頼について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.21
(決)昭49. 5.22
(施)昭49. 5.27

後継者育成課

3938 14 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会 昭和49年度論文募集について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.12
(施)昭49. 9.17

後継者育成課

3938 15 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会・理事会の開催につ
いて

昭和４８年度 (起)昭48. 8.10 後継者育成課

3938 16 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会 昭和49年度会費の納入について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.31
(決)昭49. 8. 5
(施)昭49. 8. 6

後継者育成課

3938 17 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会 みかん100％ジュースの供与願いについて 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 1
(決)昭49. 8. 5
(施)昭49. 8. 5

後継者育成課

3938 18 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会 伊豆半島沖地震災害に対する援助の御礼について 昭和４９年度 (収)昭49. 6. 8
賀茂農業改良普
及所長

3938 19 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会理事会の開催につい
て

昭和４９年度
(起)昭49. 6.13
(決)昭49. 6.15
(施)昭49. 6.17

後継者育成課

3938 20 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
産業青年海外研修応募者の取りまとめ及び事前研
修会について（依頼）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.25
(決)昭49. 5.27

後継者育成課

3938 21 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会 静岡県農村青少年技術交換大会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 5
(決)昭49. 6. 6
(施)昭49. 6. 6

後継者育成課

3938 22 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブ連絡協議会参与・顧問の委嘱に
ついて

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(施)昭49. 5.16

後継者育成課

3938 23 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県４Ｈクラブモニター員の推せんおよび静岡
県４Ｈクラブモニター員会議の開催について

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 2
(決)昭49. 5. 9
(施)昭49. 5. 9

後継者育成課

3938 24 49静岡県４Ｈクラブ連絡協議会
静岡県農村青少年クラブ連絡協議会（仮称）理事
会の開催について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.20
(決)昭49. 4.23
(施)昭49. 4.24

後継者育成課

3939 1
昭和46年度　果樹等作物病害虫発
生予察事業成績書（年報）

昭和46年度　果樹等作物病害虫発生予察事業成績
書（年報）　静岡県茶業試験場

昭和４６年度
静岡県茶業試験
場

3940 1
昭和49年度　病害虫発生予察事業
成績書（年報）

昭和49年度　病害虫発生予察事業成績書（年報）　
静岡県茶業試験場

昭和４９年度
静岡県茶業試験
場

3941 1
昭和50年度　病害虫発生予察事業
成績書（年報）

昭和50年度　病害虫発生予察事業成績書（年報）　
静岡県茶業試験場

昭和５０年度
静岡県茶業試験
場

3942 1
昭和46年度　果樹等病害虫発生予
察成績書

昭和46年度　果樹等病害虫発生予察成績書　静岡
県柑橘試験場

昭和４６年度
静岡県柑橘試験
場

3943 1
昭和46年度　病害虫発生予察事業
年報除所

昭和46年度　病害虫発生予察事業年報　静岡県東
部病害虫防除所

昭和４６年度
静岡県東部病害
虫防除所

3944 1 昭和47年度　病害虫防除所年報
昭和47年度　病害虫防除所年報　東部病害虫防除
所

昭和４７年度
静岡県東部病害
虫防除所

3945 1 昭和49年度　病害虫防除所年報
昭和49年度　病害虫防除所年報　東部病害虫防除
所

昭和４９年度
静岡県東部病害
虫防除所

3946 1 昭和50年度　病害虫防除所年報
昭和50年度　病害虫防除所年報　東部病害虫防除
所

昭和５０年度
静岡県東部病害
虫防除所

3947 1 昭和46年度　病害虫防除所年報
昭和46年度　病害虫防除所年報　中部病害虫防除
所

昭和４６年度
静岡県中部病害
虫防除所
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3948 1 昭和47年度　病害虫防除所年報
昭和47年度　病害虫防除所年報　中部病害虫防除
所

昭和４７年度
静岡県中部病害
虫防除所

3949 1 昭和48年度　病害虫防除所年報
昭和48年度　病害虫防除所年報　中部病害虫防除
所

昭和４８年度
静岡県中部病害
虫防除所

3950 1 昭和49年度　病害虫防除所年報
昭和49年度　病害虫防除所年報　中部病害虫防除
所

昭和４９年度
静岡県中部病害
虫防除所

3951 1 昭和50年度　病害虫防除所年報
昭和50年度　病害虫防除所年報　中部病害虫防除
所

昭和５０年度
静岡県中部病害
虫防除所

3952 1 昭和46年度　病害虫防除所年報
昭和46年度　病害虫防除所年報　賀茂病害虫防除
所

昭和４６年度
静岡県賀茂病害
虫防除所

3953 1 昭和47年度　病害虫防除所年報
昭和47年度　病害虫防除所年報　賀茂病害虫防除
所

昭和４７年度
静岡県賀茂病害
虫防除所

3954 1 昭和48年度　病害虫防除所年報
昭和48年度　病害虫防除所年報　賀茂病害虫防除
所

昭和４８年度
静岡県賀茂病害
虫防除所

3955 1 昭和49年度　病害虫防除所年報
昭和49年度　病害虫防除所年報　賀茂病害虫防除
所

昭和４９年度
静岡県賀茂病害
虫防除所

3956 1 昭和50年度　病害虫防除所年報
昭和50年度　病害虫防除所年報　賀茂病害虫防除
所

昭和５０年度
静岡県賀茂病害
虫防除所

3957 1 昭和46年度 業務報告 昭和46年度 業務報告 西部病害虫防除所 昭和４６年度
静岡県西部病害
虫防除所

3958 1
昭和47年度　病害虫発生予察事業
年報

昭和47年度　病害虫発生予察事業年報　西部病害
虫防除所

昭和４７年度
静岡県西部病害
虫防除所

3959 1
昭和49年度　病害虫発生予察事業
年報

昭和49年度　病害虫発生予察事業年報　西部病害
虫防除所

昭和４９年度
静岡県西部病害
虫防除所

3960 1
昭和50年度　病害虫発生予察事業
年報

昭和50年度　病害虫発生予察事業年報　西部病害
虫防除所

昭和５０年度
静岡県西部病害
虫防除所

3961 1 昭和46年度　植物防疫業務報告
昭和46年度　植物防疫業務報告　中遠病害虫防除
所

昭和４６年度
静岡県中遠病害
虫防除所

3962 1 昭和47年度　植物防疫業務報告
昭和47年度　植物防疫業務報告　中遠病害虫防除
所

昭和４７年度
静岡県中遠病害
虫防除所

3963 1 昭和49年度　植物防疫業務報告
昭和49年度　植物防疫業務報告　中遠病害虫防除
所

昭和４９年度
静岡県中遠病害
虫防除所

3964 1 昭和50年度　植物防疫業務報告
昭和50年度　植物防疫業務報告　中遠病害虫防除
所

昭和５０年度
静岡県中遠病害
虫防除所

3965 1 農業委員会委員の選挙関係綴
農業委員会委員の統一選挙のＰＲについて（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.12
(決)昭53. 6.14

農政課

3965 2 農業委員会委員の選挙関係綴 浜松市農業委員会委員の選挙区の変更について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.25
(決)昭53. 5.30
(施)昭53. 5.31

農政課

3965 3 農業委員会委員の選挙関係綴
農業委員会委員の選挙による委員の一般選挙につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 9
(決)昭53. 5.11
(施)昭53. 5.11

農政課

3965 4 農業委員会委員の選挙関係綴
浜松市農業委員会の選挙区等に関する条例の一部
改正について（承認）

昭和４９年度
(起)昭49.12.14
(決)昭49.12.27
(施)昭50. 2. 3

農政課
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3966 1
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

農地移動適正化あっせん基準の認定について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.26
(決)昭49. 8.30
(施)昭49. 8.30

農政課

3966 2
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

農地移動適正化あっせん基準の策定について（依
頼）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.13
(決)昭49. 6.18

農政課

3966 3
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

農地移動適正化あっせん事業担当者打合せ会の開
催について

昭和４９年度 農政課

3966 4
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

昭和46年度農地移動適正化あっせん事業実績報告
について

昭和４７年度 (起)昭47. 5. 1 農政課

3966 5
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

農地移動適正化あっせん基準の認定について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 9
(施)昭49.12.24

農政課

3966 6
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

農地移動適正化あっせん基準の認定について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.25
(決)昭50. 5.15
(施)昭50. 5.16

農政課

3966 7
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

農地移動適正化あっせん基準の認定について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50.10. 4
(決)昭50.10.16
(施)昭50.10.17

農政課

3966 8
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

農地移動適正化あっせん基準の認定について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 6
(決)昭52. 7.11
(施)昭52. 7.11

農政課

3966 9
農地移動適正化あっせん基準
（1）・市分

農地移動適正化あっせん基準の認定について 昭和４７年度
(起)昭47. 8. 2
(決)昭47. 8.25

農政課

3967 1
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の認定について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.28
(施)昭51. 7. 8

農政課

3967 2
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.20
(施)昭51. 8.31

農政課

3967 3
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(施)昭51.10.20

農政課

3967 4
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の認定について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 4
(決)昭52. 8.10
(施)昭52. 8.11

農政課

3967 5
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の認定について 昭和４６年度 (起)昭46.10.14 農政課

3967 6
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の認定について 昭和４７年度 (起)昭48. 3.15 農政課

3967 7
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の認定について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 6
(決)昭50. 8.18
(施)昭50. 8.18

農政課

3967 8
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の認定について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 6
(決)昭52. 5.12
(施)昭52. 5.12

農政課

3967 9
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の認定について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 9
(決)昭50. 6.18
(施)昭50. 6.19

農政課

3967 10
農地移動適正化あっせん基準
（2）・町村分

農地移動適正化あっせん基準の認定について 昭和４７年度
(起)昭48. 2.27
(決)昭48. 3.10
(施)昭48. 3.10

農政課

3968 1 農業用地下水実態調査 昭和50年度農業用地下水実態調査 昭和５０年度 農政課

3969 1 条例届出農業用井戸台帳 昭和50年度条例届出農業用井戸台帳 昭和５０年度 農地企画課
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3970 1 各種水利権一覧表 昭和48年度各種水利権一覧表 昭和４８年度 農政課

3971 1 特殊土壌対策促進協議会
第５次特殊土じょう地帯対策事業計画の作成につ
いて

昭和４６年度 (施)昭46.10.16 県営企画課

3971 2 特殊土壌対策促進協議会
第５次特殊土じょう地帯対策事業計画の作成につ
いて（依頼）

昭和４６年度 (起)昭46. 9.16 県営企画課

3971 3 特殊土壌対策促進協議会 特殊土じょう地帯対策事業計画の設定について 昭和４２年度 土地改良第１課

3971 4 特殊土壌対策促進協議会
特殊土じょう指定地帯の現況調べについて（報
告）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.16
(決)昭46. 4.20
(施)昭46. 4.20

県営企画課

3972 1 計画基準作成調査報告書袋井地区 昭和50年度計画基準作成調査報告書袋井地区 昭和５０年度 農政課

3973 1 水管理改良施設実態調査報告書 昭和50年度水管理改良施設実態調査報告書 昭和５０年度 農政課

3974 1
計画基準作成調査（水管理改良施
設）報告書

計画基準作成調査（水管理改良施設）報告書 昭和５１年度 農政課

3975 1 三角点成果簿・網図　No.１ 県下三角点成果簿・網図 昭和４７年度 農政課

3976 1 三角点成果簿・網図　No.２ １、２等水準点成果の照会方法について 昭和３９年度
(起)昭39.11.19
(決)昭39.12. 3
(施)昭39.12. 4

土地改良第１課

3977 1 静岡県水利台帳綴（かんがい） 静岡県水利台帳綴（かんがい） 昭和４８年度 水利整備課

3978 1
土地利用案件大林不動産グリーン
ランド造成（南伊豆町）

大林不動産（株）弓ヶ浜グリーンランド開発事業
関係

昭和５６年度 水利整備課

3979 1 46県営かんがい排水実績報告書
実績報告書の提出について（三方原地区国庫債務
負担行為分）

昭和４７年度 (起)昭47. 7.14 水利整備課

3979 2 46県営かんがい排水実績報告書 実績報告書の提出について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 5
(決)昭47. 6.15
(施)昭47. 6.19

水利整備課

3980 1 47県営かんがい排水実績報告書 昭和47年度実績報告書の提出について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 5
(施)昭48. 6. 8

水利整備課

3981 1 48県営かんがい排水実績報告書
昭和48年度県営かんがい排水事業の実績報告書の
提出について

昭和４９年度
(起)昭49. 6. 6
(決)昭49. 6. 8
(施)昭49. 6. 8

水利整備課

3981 2 48県営かんがい排水実績報告書
昭和48年度実績報告書の提出について（繰延地
区）

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4. 9
(施)昭50. 4. 9

水利整備課

3982 1 49県営かんがい排水実績報告書 昭和49年度実績報告書の提出について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.10
(決)昭50. 7.12

水利整備課

3982 2 49県営かんがい排水実績報告書 昭和49年度実績報告書の提出について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.26
(決)昭50. 5.26
(施)昭50. 5.26

水利整備課

3983 1 50県営かんがい排水実績報告書
昭和49年度繰越分及び昭和50年度国営附帯都府県
営、都道府県一般かんがい排水事業実績報告書に
ついて

昭和５１年度 (起)昭51. 6.10 水利整備課
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3984 1 46畑総・実績報告書
実績報告書の提出について（八木間地区・国庫債
務負担行為分）

昭和４７年度
(起)昭47.12.15
(決)昭47.12.18
(施)昭47.12.18

県営事業課

3984 2 46畑総・実績報告書
実績報告書の提出について（篠原地区・国庫債務
負担行為分）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.30 県営事業課

3984 3 46畑総・実績報告書
昭和46年度都府県営畑地帯総合土地改良（新規着
工）事業実績報告書

昭和４７年度 (起)昭47. 6.10 県営事業課

3984 4 46畑総・実績報告書
昭和46年度都府県営畑地帯総合土地改良事業実績
報告書

昭和４７年度 (起)昭47. 6.10 県営事業課

3985 1 47畑総・実績報告書
実績報告書について（伺い）（城北地区他・新規
着工）

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 8
(決)昭48. 6. 8

水利整備課

3985 2 47畑総・実績報告書
昭和47年度県営畑地帯総合土地改良（八木間地区
他・継続）事業実績報告書

昭和４８年度 (起)昭48. 6. 9 水利整備課

3986 1 48畑総・実績報告書
昭和48年度都府県営かんがい排水事業等の予算内
示について（繰延分）

昭和４９年度 (収)昭49. 4.24 関東農政局長

3986 2 48畑総・実績報告書
昭和48年度都府県営土地改良事業および都府県営
畑地帯総合土地改良事業の予算変更内示について

昭和４８年度 (収)昭49. 1.23 関東農政局長

3986 3 48畑総・実績報告書
昭和48年度都府県営土地改良事業および都府県営
畑地帯総合土地改良事業の予算変更内示について

昭和４８年度 (収)昭48.11. 8 関東農政局長

3986 4 48畑総・実績報告書
昭和48年度都府県営畑地帯総合土地改良事業の予
算内示について（新規着工地区の農政局保留解除
について）

昭和４８年度 (収)昭48. 7.25 関東農政局長

3986 5 48畑総・実績報告書
昭和48年度都府県営土地改良事業および都府県営
畑地帯総合土地改良事業の予算内示について（継
続、新規着工および新規採択分）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.26 関東農政局長

3986 6 48畑総・実績報告書
昭和48年度（繰越分）及び49年度県営畑総事業の
実績報告書の提出について

昭和４９年度 (起)昭49. 7.  水利整備課

3986 7 48畑総・実績報告書
昭和48年度県営土地改良事業の実績報告書の提出
について

昭和４９年度 (起)昭50. 1.25 水利整備課

3986 8 48畑総・実績報告書
昭和48年度県営土地改良事業の実績報告書の提出
について

昭和５０年度 (起)昭50. 4. 9 水利整備課

3986 9 48畑総・実績報告書
昭和48年度県営土地改良事業の実績報告書の提出
について

昭和４９年度 (起)昭49. 6. 7 水利整備課

3987 1 49畑総・実績報告書
昭和49年度（繰越分）及び昭和50年度県営畑総事
業の実績報告書について

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 8
(施)昭50. 6.10

水利整備課

3987 2 49畑総・実績報告書
昭和49年度都府県営土地改良事業等の予算変更内
示について

昭和４９年度 (起)昭49.12.16 水利整備課

3987 3 49畑総・実績報告書 昭和49年度予算の内示について 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(決)昭49. 5.13
(施)昭49. 5.13

水利整備課

3987 4 49畑総・実績報告書
昭和48年度（繰越分）及び49年度県営畑総事業の
実績報告書の提出について

昭和５０年度 (起)昭50. 7. 7 水利整備課

3988 1 50畑総・実績報告書
昭和49年度（繰越分）及び昭和50年度県営畑総事
業の実績報告書について

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6.10

水利整備課
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3989 1 農業改良資金例規綴 農業改良資金の支払いの猶予の取扱について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.13
(決)昭49. 7.15
(施)昭49. 7.15

金融流通課

3989 2 農業改良資金例規綴
静岡県農業改良資金取扱要領の一部改正について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.30
(決)昭49. 5.31

金融流通課

3989 3 農業改良資金例規綴
農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 8
(決)昭49. 5.17

金融流通課

3989 4 農業改良資金例規綴 農業改良資金特認事業指定承認請求書 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 8
(決)昭49. 2.18
(施)昭49. 2.18

金融流通課

3990 1 県畜産物価格安定基金綴 議決権限の委任について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.15
(決)昭48. 3.16
(施)昭48. 3.16

畜産課

3991 1 畜産物価格安定基金関係 役員会の開催について 昭和５３年度
静岡県畜産物価
格安定基金協会

3991 2 畜産物価格安定基金関係
静岡県畜産物価格安定基金協会の役員（理事）就
任について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 9
(決)昭52. 5.19
(施)昭52. 5.19

畜産課

3991 3 畜産物価格安定基金関係 第12回通常総会の開催について 昭和５２年度
静岡県畜産物価
格安定基金協会

3991 4 畜産物価格安定基金関係 役員会の開催について 昭和５２年度
静岡県畜産物価
格安定基金協会

3991 5 畜産物価格安定基金関係
静岡県畜産物価格安定基金協会業務方法書の一部
変更承認について

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 5
(決)昭52. 1.10
(施)昭52. 1.11

畜産課

3991 6 畜産物価格安定基金関係
乳用雄肥育素牛の供給および価格安定事業に係る
保証基準価格等の承認について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.19
(決)昭51. 8.23
(施)昭51. 8.23

畜産課

3991 7 畜産物価格安定基金関係
昭和51年乳用雄肥育素牛の供給および価格安定事
業の実施に伴う保証基準価格および積立金の額の
承認について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 9
(決)昭51. 6.14

畜産課

3991 8 畜産物価格安定基金関係
乳用雄肥育素牛の家畜市場における取引状況につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 5.27
(決)昭50. 5.29
(施)昭50. 5.29

畜産課

3991 9 畜産物価格安定基金関係
乳用雄肥育先進地視察研修への参加について（依
頼）

昭和４９年度
静岡県経済農業
協同組合連合会

3991 10 畜産物価格安定基金関係
子豚需給調整対策事業に係る保証基準価格等の変
更協議について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 3.27

畜産課

3991 11 畜産物価格安定基金関係 保証基準価格の改正協議について（うかがい） 昭和４９年度
(起)昭49.12. 7
(決)昭49.12.14
(施)昭49.12.14

畜産課

3991 12 畜産物価格安定基金関係 諸規程（案） 昭和４９年度 畜産課

3991 13 畜産物価格安定基金関係
昭和47年度子豚価格差補てん特別準備造成費補助
金の額の確定について

昭和４８年度 畜産振興事業団

3991 14 畜産物価格安定基金関係 49年度子豚保証基準価格の改正協議について 昭和４９年度
農林省畜産局食
肉鶏卵課

3991 15 畜産物価格安定基金関係
子豚需給調整対策事業の特別準備金増額造成に係
る補助の限度額について

昭和４９年度 畜産振興事業団
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3991 16 畜産物価格安定基金関係
乳用雄肥育素牛価格安定基金の補てん実績及び今
後の見通しについて

昭和４９年度
(起)昭49.12. 5
(決)昭49.12. 5
(施)昭49.12. 5

畜産課

3991 17 畜産物価格安定基金関係 乳用雄肥育素牛取引価格の報告について 昭和４９年度
静岡県畜産物価
格安定基金協会

3991 18 畜産物価格安定基金関係
乳用雄肥育素牛の家畜市場おける取引状況につい
て

昭和４９年度
静岡県畜産物価
格安定基金協会

3991 19 畜産物価格安定基金関係 役員の異動について御通知 昭和４９年度
肉用牛価格安定
基金全国協会

3991 20 畜産物価格安定基金関係
肉用牛価格安定事業等関係全国会議の開催につい
て

昭和４９年度 (収)昭49.10. 7 農林省畜産局

3991 21 畜産物価格安定基金関係
乳用雄肥育素牛の供給及び価格安定事業に係る標
準取引価格について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(決)昭49.10. 5
(施)昭49.10. 5

畜産課

3991 22 畜産物価格安定基金関係
乳用雄肥育素牛の家畜市場における取引の状況に
ついて

昭和４９年度
(起)昭49. 8.13
(決)昭49. 8.16
(施)昭49. 8.16

畜産課

3991 23 畜産物価格安定基金関係 肉畜需給調整関係ブロック会議の開催について 昭和４９年度 (収)昭49.10.31 農林省畜産局

3991 24 畜産物価格安定基金関係 資料送付について 昭和４９年度
肉用牛価格安定
基金全国協会

3992 1 畜産物価格安定事業関係綴
乳用雄肥育素牛の供給及び価格安定事業に係る保
証標準価格の協議について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.12
(決)昭49. 8.12
(施)昭49. 8.12

畜産課

3992 2 畜産物価格安定事業関係綴 保証基準価格等の改正協議について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 4
(決)昭49. 7. 8
(施)昭49. 7. 8

畜産課

3992 3 畜産物価格安定事業関係綴
乳用雄肥育素牛の供給及び価格安定事業に係る標
準取引価格議について

昭和４９年度 農林省畜産局

3992 4 畜産物価格安定事業関係綴
昭和48年度子豚価格差補てん特別準備金造成費補
助金の額の確定について

昭和４９年度 畜産振興事業団

3992 5 畜産物価格安定事業関係綴 第９回通常総会開催について 昭和４９年度
静岡県畜産物価
格安定基金協会

3992 6 畜産物価格安定事業関係綴 役員会開催について 昭和４９年度
静岡県畜産物価
格安定基金協会

3992 7 畜産物価格安定事業関係綴
昭和48年度子豚価格差補てん特別準備金造成実績
報告について（副申）

昭和４９年度
(起)昭49. 4.20
(決)昭49. 5. 1
(施)昭49. 5. 1

畜産課

3992 8 畜産物価格安定事業関係綴 輸入牛肉の売買業務の拡充強化について 昭和４８年度 畜産振興事業団

3992 9 畜産物価格安定事業関係綴 役員会の開催について 昭和４８年度
静岡県畜産物価
格安定基金協会

3992 10 畜産物価格安定事業関係綴 予備監査の執行について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 1
(決)昭48. 6. 4
(施)昭48. 6. 4

畜産課

3992 11 畜産物価格安定事業関係綴 昭和48年度定期監査の実施について 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5. 7
(施)昭48. 5. 7

畜産課

3992 12 畜産物価格安定事業関係綴
乳用雄肥育素牛の供給および価格安定事業に係る
保証標準価格等の協議について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.31
(施)昭48. 3.31

畜産課
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3992 13 畜産物価格安定事業関係綴
乳用雄肥育素牛の供給および価格安定事業に伴う
保証標準価格の協議について

昭和４７年度
(起)昭48. 1.30
(施)昭48. 2.22

畜産課

3992 14 畜産物価格安定事業関係綴
静岡県畜産物価格安定基金協会第８回通常総会に
係る権限の委任について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.26
(決)昭48. 5.28
(施)昭48. 5.28

畜産課

3992 15 畜産物価格安定事業関係綴
肉用牛価格安定基金全国協会の出資（県基金協
会）について

昭和４７年度 (起)昭48. 1.26 畜産課

3992 16 畜産物価格安定事業関係綴 定款ならびに業務方法書送付について 昭和４７年度
肉用牛価格安定
基金全国協会

3993 1
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅰ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業補助金（１
期分）の交付確定について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(施)昭50. 4.18

畜産課

3993 2
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅰ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業補助金（１
期分）請求書の提出について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.15
(施)昭50. 4.17

畜産課

3993 3
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅰ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
補助金実績報告書の提出について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.17
(施)昭50. 3.17

畜産課

3993 4
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅰ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
完了報告書の送付について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.20
(施)昭50. 2.20

畜産課

3993 5
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅰ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
着手報告書の提出について

昭和４９年度
(起)昭49.12.17
(施)昭49.12.19

畜産課

3993 6
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅰ）

補助金の交付決定について 昭和４９年度 (決)昭49.11.25 畜産課

3993 7
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅰ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業補助金交付
申請書（第１期分）の送付について

昭和４９年度
(起)昭49.10.18
(決)昭49.10.22
(施)昭49.10.22

畜産課

3993 8
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅰ）

昭和49年度東富士演習場地区畜産事業の内報につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 9.11
(決)昭49. 9.18
(施)昭49. 9.19

畜産課

3994 1
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅱ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業補助金（２
期分）の交付確定について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.28
(施)昭50. 5. 8

畜産課

3994 2
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅱ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（２期分）
補助金の請求書提出について（うかがい）

昭和５０年度 (起)昭50. 4.18 畜産課

3994 3
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅱ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（２期分）
の実績報告書の提出について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(施)昭50. 3.25

畜産課

3994 4
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅱ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（２期分）
事業完了報告書の送付について（うかがい）

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 畜産課

3994 5
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅱ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（２期分）
着手報告書の提出について

昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.25
(施)昭49.12.25

畜産課

3994 6
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅱ）

補助金の交付決定について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 6
(決)昭49.12.13

畜産課

3994 7
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅱ）

和49年度東富士演習場周辺畜産事業補助金交付申
請書（第２期分）の送付について

昭和４９年度
(起)昭49.11.19
(決)昭49.11.21
(施)昭49.11.21

畜産課

3995 1
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅲ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金
（３期分）の交付確定について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.28
(施)昭50. 5. 8

畜産課

3995 2
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅲ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（３期分）
補助金請求書の提出について

昭和５０年度 (起)昭50. 4.18 畜産課
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3995 3
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅲ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（３期分）
実績報告書の提出について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(施)昭50. 3.25

畜産課

3995 4
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅲ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（３期分）
事業完了報告書の送付について（うかがい）

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 畜産課

3995 5
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅲ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（３期分）
着手報告書の送付について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.21
(施)昭50. 2.22

畜産課

3995 6
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅲ）

補助金の交付について（決定） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.13
(決)昭50. 2.13

畜産課

3995 7
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅲ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業補助金交付
申請書（３期分）の送付について

昭和４９年度 (起)昭50. 2. 1 畜産課

3996 1
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅳ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金
（４期分）の交付確定について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.26
(決)昭50. 5. 2

畜産課

3996 2
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅳ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（４期分）
補助金の請求書の提出について

昭和５０年度 (起)昭50. 4.18 畜産課

3996 3
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅳ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（４期分）
の事業完了報告書の送付について（うかがい）

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 畜産課

3996 4
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅳ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業（４期分）
着手報告書の送付について（うかがい）

昭和４９年度 (起)昭50. 2.25 畜産課

3996 5
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅳ）

補助金の交付について（決定） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.18
(決)昭50. 2.18

畜産課

3996 6
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅳ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業補助金交付
申請書（４期分）の送付について

昭和４９年度 (起)昭50. 2. 1 畜産課

3996 7
東富士演習場周辺畜産事業補助金
関係綴（Ⅳ）

昭和49年度東富士演習場周辺畜産事業実行計画書
の提出について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 3
(決)昭49. 4. 8
(施)昭49. 4. 9

畜産課

3997 1 卸売市場法関係綴
卸売市場法の施行に伴う旧食肉卸売市場登録証の
返納について（供覧）

昭和４６年度 (起)昭47. 3.17 畜産課

3997 2 卸売市場法関係綴 県卸売市場条例および同規則の送付について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.24
(施)昭47. 1.28

畜産課

3998 1 卸売市場審議会関係綴 浜松市場の買受人について協議（供覧） 昭和４７年度 畜産課

3998 2 卸売市場審議会関係綴 卸売市場審議会の開催について 昭和４７年度
静岡県卸売市場
審議会

3998 3 卸売市場審議会関係綴
復命書（９月30日から10月１日市場担当３課打合
せ会）

昭和４７年度 (起)昭47.10. 2 畜産課

3998 4 卸売市場審議会関係綴 （卸売市場審議会）答申案書き改め 昭和４７年度 畜産課

3998 5 卸売市場審議会関係綴 卸売市場審議会（幹事会）の開催について 昭和４７年度
静岡県卸売市場
審議会

3998 6 卸売市場審議会関係綴
静岡県卸売市場審議会食肉部会（第３回）の開催
について

昭和４７年度 (起)昭47. 8.30 畜産課

3998 7 卸売市場審議会関係綴
静岡県卸売市場審議会食肉部会（第２回）の開催
について

昭和４７年度 (起)昭47. 7.13 畜産課
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3998 8 卸売市場審議会関係綴 食肉流通検討会の開催について 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 3
(決)昭47. 7. 5
(施)昭47. 7. 5

畜産課

3998 9 卸売市場審議会関係綴 卸売市場審議会の開催について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.19 畜産課

3998 10 卸売市場審議会関係綴 静岡県卸売市場審議会食肉部会の開催について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.13 畜産課

3998 11 卸売市場審議会関係綴
卸売市場整備計画策定に関する審議会の幹事会提
出資料について

昭和４７年度 (起)昭47. 6. 3 畜産課

3998 12 卸売市場審議会関係綴 供覧（県卸売市場審議会幹事会） 昭和４７年度 畜産課

3998 13 卸売市場審議会関係綴 静岡県卸売市場審議会の開催について 昭和４７年度 金融流通課

3998 14 卸売市場審議会関係綴
復命書（県卸売市場審議会の開催について部内３
課打合せ）

昭和４７年度 (起)昭47. 5. 4 畜産課

3999 1 浜松食肉市場業務規定綴
復命（浜松地方卸売市場食肉市場の買受人に対す
る説明会）

昭和４７年度 畜産課

3999 2 浜松食肉市場業務規定綴
浜松地方卸売食肉市場の買受人に対する説明会に
ついて（依頼）

昭和４７年度 浜松市

4000 1 卸売関係（食肉） 株式会社浜松枝肉市場株主総会議事録供覧 昭和４９年度 畜産課

4000 2 卸売関係（食肉）
畜産物の価格安定等に関する法律の規定に基づき
中央卸売市場とみなすものを指定する件について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.16
(施)昭48. 5.22

畜産課

4000 3 卸売関係（食肉） せり人届出書について（進達） 昭和４８年度 (収)昭48. 5.17 浜松市

4000 4 卸売関係（食肉）
名称変更等（卸売業務開始）届出書について（進
達）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.18 浜松市

4000 5 卸売関係（食肉） 名称変更等届出書について（進達） 昭和４８年度 (収)昭48. 4.23 浜松市

4000 6 卸売関係（食肉）
静岡県卸売市場条例第23条第２項に係るせり人届
出書について（進達）

昭和４８年度 (収)昭48. 4. 3 浜松市

4000 7 卸売関係（食肉）
地方卸売市場（食肉部）の開設および卸売業務の
許可について

昭和４７年度
(起)昭48. 2.10
(決)昭48. 2.10
(施)昭48. 2.23

畜産課

4000 8 卸売関係（食肉）
中央卸売市場開設区域内における地方卸売市場
（浜松市場）開設許可にかかる農林省協議につい
て（供覧）

昭和４７年度 畜産課

4000 9 卸売関係（食肉）
中央卸売市場開設区域内における地方卸売市場の
開設許可について（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 6
(決)昭48. 1.13
(施)昭48. 1.16

畜産課

4000 10 卸売関係（食肉）
県卸売市場条例に係る食肉市場開設、卸売業務許
可申請の受付について（うかがい）

昭和４７年度 (起)昭47.12.27 畜産課

4001 1 47林道開設事業
民有林林道開設事業、林道改良事業および農林漁
業用揮発油税財源身替林道整備事業の実績報告に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 8
(決)昭48. 6. 9
(施)昭48. 6. 9

治山課
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4001 2 47林道開設事業
林道開設事業費補助金の交付決定の通知について
（第４次）

昭和４７年度 (収)昭48. 2.19 農林省

4001 3 47林道開設事業
林道事業遂行状況報告及び補助金概算払請求書提
出について

昭和４７年度 (起)昭48. 2. 7 治山課

4001 4 47林道開設事業 林道開設事業君竹線の変更について 昭和４７年度 (起)昭47.11.24 治山課

4001 5 47林道開設事業 林道開設事業坂の上線の変更について 昭和４７年度 (起)昭47.12.26 治山課

4001 6 47林道開設事業
民有林林道事業補正予算国庫補助金交付申請書の
提出について

昭和４７年度 (起)昭47.12.23 治山課

4001 7 47林道開設事業
林道事業（公共）路線別事業費の追加割当につい
て

昭和４７年度
(起)昭47.11.20
(決)昭47.11.20
(施)昭47.11.20

治山課

4001 8 47林道開設事業
民有林林道事業補正予算国庫補助金の割当内示に
ついて

昭和４７年度 (収)昭47.11.20 治山課

4001 9 47林道開設事業 林道事業遂行状況報告について 昭和４７年度 (起)昭47.11.24 治山課

4001 10 47林道開設事業
林道事業国庫補助金の概算払（第３四半期）の請
求について

昭和４７年度 (起)昭47.11.18 治山課

4001 11 47林道開設事業
民有林林道事業補正予算分及び国庫債務負担行為
分の実施計画について

昭和４７年度
(起)昭47.11. 2
(決)昭47.11. 2
(施)昭47.11. 2

治山課

4001 12 47林道開設事業
林道事業（公共）路線別間接補助事業費の追加割
当について

昭和４７年度
(起)昭47.11. 1
(決)昭47.11. 1
(施)昭47.11. 1

治山課

4001 13 47林道開設事業
林道開設事業費補助金の交付決定の通知について
（第２次）

昭和４７年度 農林省

4001 14 47林道開設事業 民有林林道事業補正予算分の実施計画について 昭和４７年度 (起)昭47.11. 1 治山課

4001 15 47林道開設事業 林道事業施行促進について（回答） 昭和４７年度 (起)昭47.10. 9 治山課

4001 16 47林道開設事業
林道開設事業国庫補助金交付申請書の提出につい
て

昭和４７年度 (起)昭47. 9.19 治山課

4001 17 47林道開設事業 林道事業施行促進について（回答） 昭和４７年度 (起)昭47. 9. 9 治山課

4001 18 47林道開設事業 林道開設事業路線別工事費の追加割当について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.19 治山課

4001 19 47林道開設事業 林道事業施行促進について（回答） 昭和４７年度 (起)昭47. 8.10 治山課

4001 20 47林道開設事業
林道開設事業費補助金の交付決定の通知について
（第２次）

昭和４７年度 (収)昭47. 7.21 農林省

4001 21 47林道開設事業 補正予算希望額調 昭和４７年度 (起)昭47. 7.25 治山課

4001 22 47林道開設事業 林道事業施行促進について 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 8 治山課
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4001 23 47林道開設事業
林道開設事業費補助金の交付決定の通知について
（第　 次）

昭和４７年度 (収)昭47. 7. 5 農林省

4001 24 47林道開設事業 林道関係事業契約状況調について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.26 治山課

4001 25 47林道開設事業
民有林林道事業（林道開設、農免改良）国庫補助
金交付申請について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.20
(決)昭47. 6.20
(施)昭47. 6.20

治山課

4001 26 47林道開設事業
民有林林道事業費および農林漁業用揮発油税財源
身替林道整備事業費国庫補助金の割当内示につい
て

昭和４７年度 (収)昭47. 5.17 林野庁

4001 27 47林道開設事業 林道事業（公共）の路線別事業費の割当について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.11
(決)昭47. 5.18
(施)昭47. 5.18

治山課

4001 28 47林道開設事業
林道開設事業（暫定予算分）補助金交付申請書の
提出について

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 8
(決)昭47. 5.12
(施)昭47. 5.13

治山課

4001 29 47林道開設事業
昭和46年度民有林林道事業（林道開設・改良）の
実績報告について

昭和４７年度 (決)昭47. 4.24 治山課

4001 30 47林道開設事業
２ヶ年にわたる工事施行路線の路線別事業明細書
の提出について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.25
(決)昭47. 3.25
(施)昭47. 3.25

治山課

4001 31 47林道開設事業
民有林林道事業費および農林漁業用揮発油税財源
身替林道整備事業実施計画について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.13
(施)昭47. 3.13

治山課

4002 1 47改良事業 林道改良事業補助金の額の確定通知について 昭和４８年度 (収)昭48. 9. 6 農林省

4002 2 47改良事業
民有林林道開設事業、林道改良事業および農林漁
業用揮発油税財源身替林道整備事業の実績報告に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 8
(決)昭48. 6. 9
(施)昭48. 6. 9

治山課

4002 3 47改良事業
林道改良事業費補助金の交付決定の通知について
（第２次）

昭和４７年度 (収)昭48. 2.22 農林省

4002 4 47改良事業
民有林林道事業補正予算国庫補助金交付申請書の
提出について

昭和４７年度 (起)昭47.12.23 治山課

4002 5 47改良事業 林道改良事業戸持線の変更について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.20 治山課

4002 6 47改良事業
林道改良事業費補助金の交付決定の通知について
（第   次）

昭和４７年度 (収)昭47. 7.21 治山課

4002 7 47改良事業
民有林林道事業（林道開設、農免改良）国庫補助
金交付申請について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.20
(決)昭46. 6.20
(施)昭46. 6.20

治山課

4003 1 47農免事業
農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業補助金
の額の確定通知について

昭和４８年度 (収)昭48. 7.31 農林省

4003 2 47農免事業
民有林林道開設事業、林道改良事業および農林漁
業用揮発油税財源身替林道整備事業の実績報告に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 8
(決)昭48. 6. 9
(施)昭48. 6. 9

治山課

4003 3 47農免事業
農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業補助金
の交付決定の通知について

昭和４７年度 (収)昭47. 8. 1 農林省

4003 4 47農免事業
民有林林道事業（林道開設、農免改良）国庫補助
金交付申請について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.20
(決)昭46. 6.20
(施)昭46. 6.20

治山課
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4004 1
林道開設事業（46国庫債務負担行
為分）

林道開設事業補助金の額の確定通知について（国
庫債務負担行為分）

昭和４７年度 (収)昭48. 2. 2 農林省

4004 2
林道開設事業（46国庫債務負担行
為分）

林道開設事業（国庫債務負担行為分）実績報告書
の提出について

昭和４７年度 (起)昭47.12. 5 治山課

4004 3
林道開設事業（46国庫債務負担行
為分）

林道開設事業（昭和46年度国庫債務負担行為分）
割当について

昭和４７年度 (起)昭47. 5. 2 治山課

4004 4
林道開設事業（46国庫債務負担行
為分）

林道開設事業費補助金の交付決定の通知について
（第　　次）（国庫債務負担行為分）

昭和４６年度 (収)昭47. 3. 8 農林省

4004 5
林道開設事業（46国庫債務負担行
為分）

林道開設事業（国庫債務負担行為分）補助金交付
申請書の提出について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.14
(決)昭47. 1.14
(施)昭47. 1.14

治山課

4005 1 47国庫債務負担行為分
林道開設事業補助金の額の確定通知について（国
庫債務負担行為分）

昭和４８年度 (収)昭49. 2.15 農林省

4005 2 47国庫債務負担行為分
林道開設事業（国庫債務負担行為分）実績報告書
の提出について

昭和４８年度
(起)昭48.12.22
(決)昭48.12.22
(施)昭48.12.22

治山課

4005 3 47国庫債務負担行為分
農林省所管公共事業費等にかかる補助事業の工事
請負契約の変更について

昭和４８年度 (起)昭48. 7.27 治山課

4005 4 47国庫債務負担行為分
林道開設事業（国庫債務負担行為分）変更承認申
請について

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 9
(決)昭48. 6. 9
(施)昭48. 6. 9

治山課

4005 5 47国庫債務負担行為分
林道開設事業（国庫債務負担行為分）国庫補助金
の概算払について

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 7
(決)昭48. 6. 9
(施)昭48. 6. 9

治山課

4005 6 47国庫債務負担行為分
林道開設事業補助金の交付決定の通知について
（第   次）（国庫債務負担行為分）

昭和４７年度 (収)昭48. 2.22 農林省

4005 7 47国庫債務負担行為分
林道開設事業国庫債務負担行為分の路線別工事費
の割当について

昭和４７年度 (起)昭47.12.25 治山課

4005 8 47国庫債務負担行為分
民有林林道事業補正予算国庫補助金交付申請書の
提出について

昭和４７年度 (起)昭47.12.23 治山課

4006 1 48林道開設事業 林道開設事業有渡沢線の変更について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.  治山課

4006 2 48林道開設事業 林道炭焼平山線の変更について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.  治山課

4006 3 48林道開設事業
民有林林道開設事業、林道改良事業および農林漁
業用揮発油税財源身替林道整備事業の実績報告に
ついて

昭和４９年度 (起)昭49. 6. 7 治山課

4006 4 48林道開設事業 林道事業（公共）の実績について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.16
(決)昭49. 5.20
(施)昭49. 5.20

治山課

4006 5 48林道開設事業 林道開設事業変更承認申請書の提出について 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 1
(決)昭49. 3. 1
(施)昭49. 3. 1

治山課

4006 6 48林道開設事業
林道事業（公共）路線別事業費の変更割当につい
て

昭和４８年度
(起)昭49. 2.20
(決)昭49. 2.20
(施)昭49. 2.20

治山課

4006 7 48林道開設事業
民有林林道事業（開設事業）の変更承認申請につ
いて

昭和４８年度
(起)昭49. 1.18
(決)昭49. 1.18
(施)昭49. 1.18

治山課
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4006 8 48林道開設事業
林道事業遂行状況報告及び補助金概算払請求書提
出について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.12
(決)昭49. 2.12
(施)昭49. 2.12

治山課

4006 9 48林道開設事業
治山事業および林道事業の繰延べにかかる補助金
の内示並びに事務手続きについて

昭和４８年度 (起)昭49. 2. 8 治山課

4006 10 48林道開設事業
林道事業の繰延べにかかる補助金の交付申請につ
いて

昭和４８年度 (起)昭49. 2. 8 治山課

4006 11 48林道開設事業 契約更改に伴う内示予算変更調について 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 5 治山課

4006 12 48林道開設事業 予算資料の提出について 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 5 治山課

4006 13 48林道開設事業 林道事業繰延べ調書の提出について（回答） 昭和４８年度
(起)昭49. 1.18
(決)昭49. 1.18
(施)昭49. 1.18

治山課

4006 14 48林道開設事業
林道事業（公共）路線別事業費の変更割当につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.12.25
(施)昭48.12.27

治山課

4006 15 48林道開設事業
民有林林道事業（開設事業）国庫補助金交付申請
について

昭和４８年度
(起)昭48.12.11
(決)昭48.12.13
(施)昭48.12.13

治山課

4006 16 48林道開設事業
林道事業国庫補助金の概算払（第３四半期）の請
求について

昭和４８年度
(起)昭48.11.19
(決)昭48.11.19
(施)昭48.11.19

治山課

4006 17 48林道開設事業 林道事業遂行状況報告について 昭和４８年度
(起)昭48.11.19
(決)昭48.11.19
(施)昭48.11.19

治山課

4006 18 48林道開設事業 林道事業の繰延べ予定額について 昭和４８年度 (起)昭48.11.17 治山課

4006 19 48林道開設事業
林道関係事業繰延予定額調整希望調および予算配
分希望額調について

昭和４８年度
(起)昭48.10. 5
(決)昭48.10. 8
(施)昭48.10. 8

治山課

4006 20 48林道開設事業
民有林林道事業（林道開設、農免、改良）国庫補
助金交付申請について

昭和４８年度
(起)昭48. 7.28
(決)昭48. 7.28
(施)昭48. 7.28

治山課

4006 21 48林道開設事業 林道事業（公共）の路線別事業費の割当について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 1
(決)昭48. 6.28
(施)昭48. 6.28

治山課

4006 22 48林道開設事業
林業関係公共事業等の事業施行の時期的調整につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.11
(施)昭48. 6.11

治山課

4006 23 48林道開設事業
民有林林道事業（開設、改良、農免）の実施計画
表の提出について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.12
(決)昭48. 5.12
(施)昭48. 5.12

治山課

4006 24 48林道開設事業
昭和47年度民有林林道事業（林道開設、改良、農
免）（林道災害復旧（年次別））の実績報告につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 4.24
(決)昭48. 4.24
(施)昭48. 4.24

治山課

4006 25 48林道開設事業 林道事業（公共）路線別執行計画について 昭和４８年度 (起)昭48. 3.19 治山課

4007 1 48改良事業 林道改良事業補助金の額の確定通知について 昭和４９年度 (収)昭49. 8.28 農林省

4007 2 48改良事業
民有林林道開設事業、林道改良事業および農林漁
業用揮発油税財源身替林道整備事業の実績報告に
ついて

昭和４９年度 (起)昭49. 6. 7 治山課
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4007 3 48改良事業
林道事業遂行状況報告及び補助金概算払請求書提
出について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.12
(決)昭49. 2.12
(施)昭49. 2.12

治山課

4007 4 48改良事業
林道事業国庫補助金の概算払（第３四半期）の請
求について

昭和４８年度
(起)昭48.11.19
(決)昭48.11.19
(施)昭48.11.19

治山課

4007 5 48改良事業
民有林林道事業（林道開設、農免、改良）国庫補
助金交付申請について

昭和４８年度
(起)昭48. 7.28
(決)昭48. 7.28
(施)昭48. 7.28

治山課

4008 1 48農免事業
農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業補助金
の額の確定通知について

昭和４９年度 (収)昭49. 8.28 農林省

4008 2 48農免事業
民有林林道開設事業、林道改良事業および農林漁
業用揮発油税財源身替林道整備事業の実績報告に
ついて

昭和４９年度 (起)昭49. 6. 7 治山課

4008 3 48農免事業
林道事業遂行状況報告及び補助金概算払請求書提
出について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.12
(決)昭49. 2.12
(施)昭49. 2.12

治山課

4008 4 48農免事業
林道事業国庫補助金の概算払（第３四半期）の請
求について

昭和４８年度
(起)昭48.11.19
(決)昭48.11.19
(施)昭48.11.19

治山課

4008 5 48農免事業
農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業費補助
金の交付決定について

昭和４８年度 (収)昭48.10.27 農林省

4008 6 48農免事業
民有林林道事業（林道開設、農免、改良）国庫補
助金交付申請について

昭和４８年度
(起)昭48. 7.28
(決)昭48. 7.28
(施)昭48. 7.28

治山課

4009 1 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業箇所別事業費及び補助金の割当
について（43災、44災、45災）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.18
(決)昭47. 3.18
(施)昭47. 3.18

治山課

4009 2 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業箇所別事業費及び補助金の割当
について（46災）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.18
(決)昭47. 3.18
(施)昭47. 3.18

治山課

4009 3 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業箇所別事業費及び補助金の割当
について（44災）

昭和４６年度
(起)昭46.12.20
(決)昭46.12.20
(施)昭46.12.20

治山課

4009 4 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業箇所別事業費及び補助金の割当
について（46災）

昭和４６年度
(起)昭46.12.15
(決)昭46.12.15
(施)昭46.12.15

治山課

4009 5 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業路線別事業費及び補助金の割当
について（43災、44災、45災）

昭和４６年度
(起)昭46.12. 1
(決)昭46.12. 1
(施)昭46.12. 1

治山課

4009 6 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業（国庫債務負担行為分）路線別
工事費及び事業費の割当変更について

昭和４６年度
(起)昭46.12. 1
(決)昭46.12. 1
(施)昭46.12. 1

治山課

4009 7 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業箇所別事業費及び補助金の割当
について（46災）

昭和４６年度
(起)昭46.10.20
(決)昭46.10.25
(施)昭46.10.25

治山課

4009 8 46林道災害復旧事業 林道施設災害復旧事業負担額調べについて 昭和４６年度
(起)昭46. 7.24
(決)昭46. 7.24
(施)昭46. 7.24

治山課

4009 9 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業（国庫債務負担行為分）路線別
工事費及び事業費の割当変更について

昭和４６年度 (起)昭46. 6.29 治山課

4009 10 46林道災害復旧事業
林道災害復旧事業箇所別事業費及び補助金の割当
について（43、44、45災）

昭和４６年度 (起)昭46. 5.31 治山課

4009 11 46林道災害復旧事業
林道施設災害復旧事業施越工事箇所別調書の提出
について

昭和４６年度
(起)昭46. 5.29
(決)昭46. 5.29
(施)昭46. 5.31

治山課
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4010 1 45林道施設災害復旧事業
林道施設災害復旧事業補助金の額の確定通知につ
いて（44災）（国庫債務負担行為分）

昭和４７年度 (収)昭47. 5. 1 農林省

4010 2 45林道施設災害復旧事業
林道施設災害復旧事業（44災国庫債務負担行為
分）の実績報告について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 6
(決)昭47. 3. 6
(施)昭47. 3. 6

治山課

4010 3 45林道施設災害復旧事業
林道施設災害復旧事業補助計画変更承認申請書の
提出について（44災国庫債務負担行為分）

昭和４６年度
(起)昭46.11.26
(決)昭46.11.29
(施)昭46.11.29

治山課

4010 4 45林道施設災害復旧事業
林道施設災害復旧事業（国庫債務負担行為分）路
線別箇所別工事費及び事業費の割当について（43
災44災）

昭和４５年度
(起)昭45.12. 2
(決)昭45.12.11
(施)昭45.12.11

治山課

4010 5 45林道施設災害復旧事業
林道施設災害復旧事業費国庫補助金（国庫債務負
担行為額）の額の内示について

昭和４５年度 (収)昭45. 9.25 農林省

4011 1 46林道施設災害復旧事業
林道施設災害復旧事業（施越工事）中止承認につ
いて（向島線）

昭和４６年度
(起)昭46.11.22
(決)昭46.11.22
(施)昭46.11.22

治山課

4011 2 46林道施設災害復旧事業
昭和46年発生林道施設災害復旧事業（向島線）施
越工事承認について

昭和４６年度
(起)昭46. 8.23
(施)昭46. 8.24

治山課

4012 1 林道災害復旧事業（44災）
林道施設災害復旧事業補助金の額の確定通知につ
いて

昭和４７年度 (収)昭47.10. 2 農林省

4012 2 林道災害復旧事業（44災）
林道災害復旧事業成績書および収支精算書ならび
に監督事務費実績報告書の提出について（44災）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 5
(決)昭47. 6. 6
(施)昭47. 6. 6

治山課

4012 3 林道災害復旧事業（44災）
林道災害復旧事業（44災）変更承認申請書の提出
について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 6
(決)昭47. 3. 7
(施)昭47. 3. 7

治山課

4012 4 林道災害復旧事業（44災）
林道施設災害復旧事業補助金交付申請書の提出に
ついて（44災）

昭和４６年度
(起)昭46.12.20
(決)昭46.12.20
(施)昭46.12.20

治山課

4012 5 林道災害復旧事業（44災）
林道施設災害復旧事業費国庫補助金の額の内示に
ついて

昭和４６年度 (収)昭46.11.27 農林省

4012 6 林道災害復旧事業（44災）
林道施設災害復旧事業費国庫補助金交付申請書の
提出について（43災、44災）

昭和４６年度 (起)昭46.11.25 治山課

4012 7 林道災害復旧事業（44災）
林道施設災害復旧事業費補助金の交付決定の通知
について（44災）

昭和４６年度 (収)昭46.11. 4 農林省

4012 8 林道災害復旧事業（44災）
民有林林道施設災害復旧事業費ならびに災害関連
事業費国庫補助金の額の内示について

昭和４６年度 (収)昭46. 4. 5 農林省

4013 1 林道災害復旧事業（46災）
林道施設災害復旧事業補助金の額の確定通知につ
いて（46災）

昭和４６年度 農林省

4013 2 林道災害復旧事業（46災）
林道災害復旧事業成績書および収支精算書ならび
に監督事務費実績報告書の提出について（46災）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 5
(決)昭47. 6. 6
(施)昭47. 6. 6

治山課

4013 3 林道災害復旧事業（46災）
林道施設災害復旧事業費補助金の交付決定の通知
について（46災）（第３次）

昭和４６年度 (収)昭47. 3.29 農林省

4013 4 林道災害復旧事業（46災）
林道施設災害復旧事業国庫補助金交付申請書の提
出について（46災）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 1
(決)昭47. 3. 9

治山課

4013 5 林道災害復旧事業（46災）
林道施設災害復旧事業補助金交付申請書の提出に
ついて（46災）

昭和４６年度
(起)昭46.12.14
(決)昭46.12.15
(施)昭46.12.15

治山課
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4013 6 林道災害復旧事業（46災）
昭和46年発生林道災害復旧事業にかかる昭和46年
度復旧事業費国庫補助金の額の内示について

昭和４６年度 (収)昭46.11.27 農林省

4013 7 林道災害復旧事業（46災）
林道施設災害復旧事業費補助金の交付決定の通知
について（46災）

昭和４６年度 (収)昭46.12. 6 農林省

4013 8 林道災害復旧事業（46災）
林道施設災害復旧事業補助金交付申請書の提出に
ついて（46災）

昭和４６年度
(起)昭46.10.19
(決)昭46.10.20
(施)昭46.10.20

治山課

4013 9 林道災害復旧事業（46災）
林道施設災害復旧事業費国庫補助金の額の内示に
ついて

昭和４６年度 (収)昭46. 8.30 農林省

4014 1 林道災害復旧事業（43災）
林道施設災害復旧事業補助金の額の確定通知につ
いて（43災）

昭和４７年度 (収)昭47. 9. 9 農林省

4014 2 林道災害復旧事業（43災）
林道災害復旧事業成績書および収支精算書ならび
に監督事務費実績報告書の提出について（43災）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 5
(決)昭47. 6. 6
(施)昭47. 6. 6

治山課

4014 3 林道災害復旧事業（43災）
林道施設災害復旧事業費補助金の交付決定の通知
について（43災）（２次）

昭和４６年度 (収)昭47. 2. 2 農林省

4014 4 林道災害復旧事業（43災）
林道施設災害復旧事業補助金交付申請書の提出に
ついて（43災、44災）

昭和４６年度
(起)昭46.11.25
(決)昭46.11.25
(施)昭46.11.25

治山課

4014 5 林道災害復旧事業（43災）
林道施設災害復旧事業補助金交付申請書の提出に
ついて（43災）

昭和４６年度
(起)昭46. 5.29
(決)昭46. 5.29
(施)昭46. 5.31

治山課

4015 1 林道災害復旧事業（45災）
林道施設災害復旧事業補助金の額の確定通知につ
いて（45災）

昭和４７年度 (収)昭47. 9.20 農林省

4015 2 林道災害復旧事業（45災）
林道災害復旧事業成績書および収支精算書ならび
に監督事務費実績報告書の提出について（45災）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 5
(決)昭47. 6. 6
(施)昭47. 6. 6

治山課

4015 3 林道災害復旧事業（45災）
林道施設災害復旧事業費補助金の交付決定の通知
について（45災）（第　次）

昭和４６年度 (収)昭46.10.22 農林省

4015 4 林道災害復旧事業（45災）
林道施設災害復旧事業補助金交付申請書の提出に
ついて（45災）

昭和４６年度
(起)昭46. 5.29
(決)昭46. 5.29
(施)昭46. 5.31

治山課

4016 1 49林道事業実態調書及び位置図 民有林林道開設事業計画路線実態調書 昭和４９年度 治山課

4017 1 50林道事業実態調書及び位置図 民有林林道開設事業計画路線実態調書 昭和５０年度 治山課

4018 1 49民有林林道実績調べ 民有林林道事業実績調べについて 昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 5.20
(施)昭50. 5.20

造林課

4018 2 49民有林林道実績調べ 民有林林道事業実績調べについて 昭和５０年度
(起)昭50. 4.17
(決)昭50. 4.18
(施)昭50. 4.18

造林課

4019 1 例規綴２ 静岡県林道事業取扱要領の一部改正について 昭和４９年度 (起)昭49.11.27 治山課

4019 2 例規綴２ 静岡県治山林道補助事業検査実施要領について 昭和４９年度 (起)昭49.11.27 治山課

4019 3 例規綴２
林業関係の土砂、工事用資材等の輸送を伴う工事
に係る事故の防止について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49.10.30
(決)昭49.11.11
(施)昭49.11.12

林政課

4019 4 例規綴２
農地森林部契約事務処理要領及び入札参加者の選
定基準作成について（伺）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.16
農地森林部総務
課
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4019 5 例規綴２ 治山林道工事現場における監督要領について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.13
(決)昭50. 5.19

治山課

4019 6 例規綴２
第２次林業構造改善事業促進対策等における金融
措置の一部改正について

昭和５０年度 (収)昭50. 4.21
農地森林部総務
課

4019 7 例規綴２ 静岡県建設工事執行規則の改正について 昭和５０年度 (収)昭50. 4. 3 管理課

4019 8 例規綴２ 区画線の設置様式について（通知） 昭和４９年度 (収)昭50. 1.13 道路維持課

4019 9 例規綴２ 林道技術指針について 昭和４９年度 (収)昭49.10.17 林野庁

4019 10 例規綴２
林業関係事業補助金等交付要綱の一部改正につい
て

昭和４９年度 (収)昭49. 9.28 農林省

4019 11 例規綴２
民有林林道開設事業国庫補助要領及び農林漁業用
揮発油税財源身替林道整備事業国庫補助要領の一
部改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.12
(決)昭49. 8.13
(施)昭49. 8.14

治山課

4019 12 例規綴２
民有林林道開設事業、農林漁業用揮発油税財源身
替林道整備事業又は林業構造改善事業により開設
した林道の転用等が行われる場合の取扱について

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 4
(決)昭49. 7.19
(施)昭49. 7.19

治山課

4019 13 例規綴２ 林道事業調査測量設計業務委託仕様書について 昭和４８年度 (起)昭48.12. 5 治山課

4019 14 例規綴２
林道関係事業補助金の交付に関する事務取扱いの
一部改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.28
(決)昭49. 7. 1
(施)昭49. 7. 1

治山課

4019 15 例規綴２
「道路工事および工事用機材等現場における標示
並びに防護施設等の設置要領」について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.21
(決)昭49. 6.26
(施)昭49. 6.26

治山課

4019 16 例規綴２
林道施設災害復旧事業における「奥地幹線林道」
と「その他の林道」の区分について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.22
(決)昭49. 5.22
(施)昭49. 5.22

治山課

4019 17 例規綴２ 林道舗装事業の設計及び積算基準について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.18 治山課

4019 18 例規綴２ 大規模林業圏開発事業に係る林道の構造について 昭和４８年度 (収)昭49. 1.14 林野庁

4019 19 例規綴２ 林道事業費補助金交付決定条件について 昭和４８年度 (起)昭48.12. 5 治山課

4019 20 例規綴２
林業関係事業補助金等交付要綱の一部改正につい
て

昭和４８年度 (収)昭48.10.26 農林省

4019 21 例規綴２ 林道事業における追加工事の施行について 昭和４８年度 (起)昭48. 8.31 治山課

4019 22 例規綴２
林業関係事業補助金等交付要綱の一部改正につい
て

昭和４８年度 農林省

4019 23 例規綴２
民有林補助林道整備計画のための調書等の作成に
ついて

昭和４８年度 (起)昭48. 6.28 治山課

4019 24 例規綴２ 林道関係公共事業地方事務費等の取扱いについて 昭和４８年度
(起)昭48. 6.27
(決)昭48. 7. 3
(施)昭48. 7. 3

治山課
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4019 25 例規綴２
民有林林道開設事業国庫補助要領の一部改正につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 6.15
(決)昭48. 6.18
(施)昭48. 6.18

治山課

4019 26 例規綴２
民有林林道改良事業国庫補助要領の一部改正につ
いて

昭和４８年度 (起)昭48. 6.15 治山課

4019 27 例規綴２ 林道規程の制定について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.10
(施)昭48. 5.10

治山課

4019 28 例規綴２
民有林林道事業設計書作成要領の一部改正につい
て

昭和４８年度 (起)昭48. 4. 7 治山課

4020 1 例規綴３ 静岡県県営林道事業施行要領の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭51. 3.30
(施)昭51. 3.30

造林課

4020 2 例規綴３
民有林林道事業設計書作成要領の一部改正につい
て

昭和５０年度 (起)昭51. 3.30 造林課

4020 3 例規綴３ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針について 昭和５０年度
(決)昭51. 3.12
(施)昭51. 3.12

造林課

4020 4 例規綴３ 静岡県県営林道事業施行要領の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50.12.22
(決)昭50.12.25
(施)昭50.12.25

造林課

4020 5 例規綴３
林道の開設又は改良に伴う支障木の取扱いについ
て

昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.17
(施)昭51. 3.17

造林課

4020 6 例規綴３
林道事業測量設計業務委託費積算基準及び林道事
業測量設計委託仕様書について

昭和５０年度
(起)昭50.11.11
(決)昭50.11.20
(施)昭50.11.20

造林課

4020 7 例規綴３
天災その他不可抗力により工事出来形部分等に損
害を生じた場合等における事務の取扱いについて

昭和５０年度 (収)昭50.12. 3 管理課

4020 8 例規綴３
静岡県林道事業施行要領及び静岡県林道事業取扱
要領の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.10
(決)昭50. 9.20
(施)昭50. 9.20

管理課

4020 9 例規綴３ 建設工事監督事務処理細則について 昭和５０年度 総務課

4020 10 例規綴３
請負人が法人成りした場合等における債権債務の
承継手続きについて

昭和５０年度 管理課

4020 11 例規綴３
山村振興法の一部を改正する法律の施行に伴う山
村振興法運営要綱等の一部改正と山村振興計画の
取扱いについて

昭和５０年度
(起)昭50. 9.16
(決)昭50. 9.22
(施)昭50. 9.22

造林課

4020 12 例規綴３
静岡県公共工事前金払実施要綱の廃止について
（通知）

昭和５０年度 総務課

4020 13 例規綴３
民有林林道改良事業国庫補助要領の一部改正につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 7.30
(決)昭50. 8. 6
(施)昭50. 8. 6

造林課

4020 14 例規綴３ 静岡県建設工事執行規則の運用について 昭和５０年度 管理課

4020 15 例規綴３
民有林林道等関係補助事業実施に伴う関係法令等
の許認可等の取扱いについて

昭和５０年度
(起)昭50. 5.31
(決)昭50. 6.23
(施)昭50. 6.23

造林課

4020 16 例規綴３
農地森林部契約事務処理要領及び入札参加者の選
定基準送付について

昭和５０年度 (収)昭50. 6.19 総務課
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4020 17 例規綴３
民有林林道事業設計書作成要領の一部改正につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 9
(決)昭50. 6.11
(施)昭50. 6.11

造林課

4021 1 県有防災林国土調査関係綴
国土調査の結果による県有地の地籍確認について
（通知）

昭和４９年度
(起)昭49.10.28
(決)昭50. 2.24
(施)昭50. 2.24

治山課

4021 2 県有防災林国土調査関係綴 復命書（榛原町須々木地内国土調査事業確認） 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 2
(施)昭49. 9.27

治山課

4021 3 県有防災林国土調査関係綴 地籍調査にともなう境界確認について 昭和４９年度
(起)昭49.10. 9
(決)昭49.10.24

治山課

4021 4 県有防災林国土調査関係綴 復命書（御前崎町白羽地内国土調査事業確認） 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 2 治山課

4021 5 県有防災林国土調査関係綴 県有防災林用地登記簿および地図訂正について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.24
(決)昭48. 9.10
(施)昭48. 9.10

治山課

4021 6 県有防災林国土調査関係綴 県有防災林地籍調査成果閲覧について 昭和５３年度
(起)昭53.10.27
(決)昭53.10.27
(施)昭53.10.30

治山課

4021 7 県有防災林国土調査関係綴 復命書（浜松市篠原町地内国土調査事業確認） 昭和４７年度 (起)昭47. 7.27 治山課

4022 1 保健保安林指定調査 保健保安林指定調査について（報告） 昭和５０年度
(起)昭50. 8.28
(決)昭50. 9.12
(施)昭50. 9.18

治山課

4023 1 森林地域開発林道基本計画樹立
林道事業調査委託事業実績報告書について（提
出）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.24
(決)昭48. 3.27
(施)昭48. 3.27

治山課

4023 2 森林地域開発林道基本計画樹立 林道事業調査委託費概算払請求書提出について 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 7
(決)昭48. 2.10
(施)昭48. 2.10

治山課

4023 3 森林地域開発林道基本計画樹立
特定森林地域開発林道基本計画樹立調査の受託に
ついて（伺）

昭和４７年度 (起)昭47.10.12 治山課

4024 1 広域基幹林道調書
昭和48年度開設広域基幹林道の林業効果指数調べ
について

昭和４７年度 (起)昭47.10.25 治山課

4024 2 広域基幹林道調書 路線調査の資料について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.28 治山課

4024 3 広域基幹林道調書
広域基幹林道計画路線千頭嶺線の現地調査につい
て

昭和４７年度 (起)昭47.11.21 治山課

4024 4 広域基幹林道調書 路線調査資料について 昭和４７年度 (起)昭47.11.22 治山課

4024 5 広域基幹林道調書 路線調査について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 3
(決)昭50. 7. 4
(施)昭50. 7. 4

造林課

4024 6 広域基幹林道調書 路線調査について（春埜山） 昭和５０年度
(起)昭50.12. 8
(決)昭50.12. 9
(施)昭50.12. 9

造林課

4024 7 広域基幹林道調書 路線調査資料の作成について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51. 5.17
(施)昭51. 5.21

造林課

4024 8 広域基幹林道調書 広域基幹林道湯之奥猪之頭線現地調査について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 2
(決)昭51. 6. 3
(施)昭51. 6. 3

造林課

4024 9 広域基幹林道調書
48年度開設予定の広域基幹林道に関する調査につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 9
(決)昭47. 9. 9
(施)昭47. 9. 9

治山課
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4025 1 整備計画 整備計画（林道整備計画） 昭和４６年度 治山課

4026 1 山村振興特別道路整備事業関係綴 山村振興特別道路整備事業計画について 昭和４５年度 (収)昭46. 1.18 沼津林業事務所

4026 2 山村振興特別道路整備事業関係綴
山村振興特別道路整備事業落合～伊浜線採択願に
ついて

昭和４５年度 (収)昭45.11. 2 下田林業事務所

4026 3 山村振興特別道路整備事業関係綴 山村振興特別道路整備事業について 昭和４５年度 (収)昭45.10. 8 天竜林業事務所

4026 4 山村振興特別道路整備事業関係綴 山村振興特別道路整備事業採択について 昭和４５年度 (収)昭45. 5.22 天竜林業事務所

4027 1 電源三法
発電用施設周辺地域整備法第４条の整備計画の作
成等について

昭和４９年度 (収)昭49.10.16 農林経済局ほか

4028 1 静岡海区調整委員会議事録綴 第28回海区調整委員会議事録 昭和４６年度
静岡海区調整委
員会

4028 2 静岡海区調整委員会議事録綴 第27回海区調整委員会議事録 昭和４６年度
静岡海区調整委
員会

4028 3 静岡海区調整委員会議事録綴 第26回海区調整委員会議事録 昭和４６年度
静岡海区調整委
員会

4028 4 静岡海区調整委員会議事録綴 第25回海区調整委員会議事録 昭和４６年度
静岡海区調整委
員会

4028 5 静岡海区調整委員会議事録綴 第24回海区調整委員会議事録 昭和４６年度
静岡海区調整委
員会

4028 6 静岡海区調整委員会議事録綴 第23回海区調整委員会議事録 昭和４６年度
静岡海区調整委
員会

4028 7 静岡海区調整委員会議事録綴 第22回海区調整委員会議事録 昭和４６年度
静岡海区調整委
員会

4029 1 免許漁業綴（１）
特区第100～102号区漁業権行使規則の認可につい
て（伺い）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.25 水産課

4029 2 免許漁業綴（１） 漁業権行使規則の認可について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 8.25 水産課

4030 1 免許漁業綴（２） 漁業権行使規則認可申請書 昭和４８年度 水産課

4031 1 漁業共済制度改正
漁業災害補償法に基づく加入区の設定要領につい
て

昭和４９年度 (収)昭49.10. 1 水産庁長官

4031 2 漁業共済制度改正
漁業災害補償法の一部を改正する法律等の施行に
ついて

昭和４９年度 (収)昭49.10. 8 農林事務次官

4031 3 漁業共済制度改正
漁業災害補償法等の改正に伴う留意事項等につい
て

昭和４９年度 (収)昭49.10. 8 水産庁長官

4032 1 48漁港の港勢集 漁港の港勢集（昭和48年） 昭和４８年度 水産庁

4033 1 49漁港の港勢集 漁港の港勢集（昭和49年） 昭和４９年度 水産庁
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4034 1 50漁港の港勢集 漁港の港勢集（昭和50年） 昭和５０年度 水産庁

4035 1 静岡県指定区域図 静岡県指定区域図 昭和４８年度 土地対策課

4035 2 静岡県指定区域図 静岡県指定区域図の補足及び修正について 昭和４９年度 (収)昭49. 6.13 土地対策課

4036 1 伊豆大島近海地震写真 伊豆大島近海地震写真 昭和４９年度 漁港課

4037 1 財産の所属替関係 普通財産の所属替について 昭和４９年度 (起)昭49.12.24 管理課

4037 2 財産の所属替関係 行政財産の所属替えについて 昭和４９年度 (起)昭50. 3. 5 管理課

4037 3 財産の所属替関係 普通財産の所属替について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.18 管理課

4037 4 財産の所属替関係 普通財産（島田土木職員公舎）の所属替について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.18
(決)昭49. 5.14

管理課

4038 1 行政財産用途廃止関係 行政財産の用途廃止及び引継ぎについて 昭和４８年度 (起)昭49. 2.12 管理課

4038 2 行政財産用途廃止関係 行政財産の解体撤去について 昭和４９年度 (起)昭49.12.20 管理課

4039 1 46公有財産関係 財産（土地）の所属替えについて 昭和４６年度 (起)昭47. 2.26 管理課

4039 2 46公有財産関係 財産（土地）の所属替依頼書の提出について 昭和４６年度 管理課

4039 3 46公有財産関係 大蔵省所管普通財産（土地）の取扱いについて 昭和４６年度 (起)昭47. 2.10 管理課

4039 4 46公有財産関係
行政財産（工作物）の用途廃止及び解体撤去につ
いて

昭和４６年度
(起)昭47. 3.14
(決)昭47. 3.18

管理課

4039 5 46公有財産関係 電話加入権の所属替えについて 昭和４６年度 (起)昭47. 3.14 管理課

4039 6 46公有財産関係 建物の移築について 昭和４６年度 (起)昭46. 4. 1 管理課

4039 7 46公有財産関係 土地使用貸借契約の解除について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.17
(施)昭46. 4.27

管理課

4039 8 46公有財産関係 職員公舎の用途廃止及び解体撤去について 昭和４６年度
(起)昭46. 5. 8
(施)昭46. 5.10

管理課

4039 9 46公有財産関係 職員公舎の解体撤去について 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 5
(施)昭46. 8. 4

管理課

4039 10 46公有財産関係 行政財産の用途廃止及び解体撤去について 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 5
(施)昭46. 8. 4

管理課

4039 11 46公有財産関係 沼津土木事務所三島支所敷地の所属替えについて 昭和４６年度 (起)昭47. 2.18 管理課
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4039 12 46公有財産関係 公有財産の分掌替えについて 昭和４６年度 (起)昭47. 3.27 管理課

4039 13 46公有財産関係 建物の解体撤去について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.27
(決)昭46. 5. 7
(施)昭46. 5. 7

管理課

4039 14 46公有財産関係 行政財産の用途廃止及び所属替えについて 昭和４６年度 (起)昭46.12. 7 管理課

4039 15 46公有財産関係 職員公舎の譲与について 昭和４６年度 (起)昭46. 6.30 管理課

4039 16 46公有財産関係 職員公舎の解体撤去について 昭和４６年度
(起)昭46.10.15
(施)昭46.10.25

管理課

4039 17 46公有財産関係
行政財産（建物）の用途廃止及び所属替えについ
て

昭和４６年度 (起)昭47. 2.14 管理課

4039 18 46公有財産関係 嘱託登記について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.18
(決)昭46. 6.19
(施)昭46. 6.19

管理課

4039 19 46公有財産関係 電話加入権の所属替えについて 昭和４６年度 (起)昭46. 5.29 管理課

4039 20 46公有財産関係
行政財産の用途廃止及び引継ぎ並びに普通財産の
所属替えについて

昭和４６年度 (起)昭47. 3.22 管理課

4039 21 46公有財産関係 県有財産の用途廃止並びに引継ぎ並びについて 昭和４５年度 (起)昭46. 3.30 管理課

4039 22 46公有財産関係 借り受け財産の返還について 昭和４５年度 (起)昭46. 3.30 管理課

4039 23 46公有財産関係
行政財産（船舶）の用途廃止及び取こわしについ
て

昭和４６年度 (起)昭47. 2.17 管理課

4039 24 46公有財産関係 工作物の解体撤去について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.28
(決)昭46. 5.11

管理課

4040 1 48公有財産関係 職員公舎の解体撤去について 昭和４８年度 (起)昭49. 1.25 管理課

4040 2 48公有財産関係 昭和49年度火災共済加入申込書の提出について 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 8 管理課

4040 3 48公有財産関係 職員公舎の解体撤去について 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 6 管理課

4040 4 48公有財産関係
行政財産の用途廃止引継ぎ及び普通財産の所属替
について

昭和４８年度 (起)昭49. 2. 8 管理課

4040 5 48公有財産関係 普通財産の所属替えについて 昭和４８年度 (起)昭49. 3. 7 管理課

4040 6 48公有財産関係 行政財産の用途廃止及び解体撤去について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.11 管理課

4040 7 48公有財産関係 樹木の寄付採納について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.22 管理課

4041 1 50財産用途廃止、所属替、分掌替 行政財産の所属替について 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 1 管理課
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4041 2 50財産用途廃止、所属替、分掌替
公有財産の用途廃止及び解体撤去を条件とする譲
与について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 1
(決)昭50. 4. 1

管理課

4041 3 50財産用途廃止、所属替、分掌替 公有財産の用途廃止及び所属替えについて 昭和４９年度 (起)昭50. 1.13 管理課

4041 4 50財産用途廃止、所属替、分掌替
旧富士土木事務所上野支所にかかる行政財産の用
途廃止引継ぎ及び普通財産の所属替について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.10
(決)昭50. 4.15

管理課

4041 5 50財産用途廃止、所属替、分掌替 所属替引継書 昭和５０年度 医務課

4041 6 50財産用途廃止、所属替、分掌替 公有財産の所属替について 昭和５０年度 (起)昭50. 4.24 管理課

4041 7 50財産用途廃止、所属替、分掌替 普通財産の所属替について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.27
(決)昭50. 6. 3

管理課

4041 8 50財産用途廃止、所属替、分掌替
公有財産の用途廃止及び普通財産の譲与について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.24
(決)昭50. 7.31

管理課

4041 9 50財産用途廃止、所属替、分掌替 行政財産の用途廃止について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.10
(決)昭50. 7.24
(施)昭50. 7.25

管理課

4041 10 50財産用途廃止、所属替、分掌替 行政財産の用途廃止及び引継ぎについて 昭和５０年度
(起)昭50. 8.15
(決)昭50.11.13

管理課

4041 11 50財産用途廃止、所属替、分掌替 職員公舎の廃止及び建物の取り壊しについて 昭和５０年度 (起)昭50.11.20 管理課

4041 12 50財産用途廃止、所属替、分掌替 熱海土木事務所職員公舎の移転について 昭和５０年度
(起)昭50.12.16
(決)昭50.12.25

管理課

4041 13 50財産用途廃止、所属替、分掌替 行政財産の用途廃止及び引継ぎについて 昭和５０年度
(起)昭50.11.25
(決)昭50.11.28
(施)昭50.12. 4

管理課

4041 14 50財産用途廃止、所属替、分掌替 借受財産の所属替について 昭和５０年度 (起)昭50. 4.28 管理課

4041 15 50財産用途廃止、所属替、分掌替 県有財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 1
(決)昭51. 3. 9
(施)昭51. 3. 9

管理課

4041 16 50財産用途廃止、所属替、分掌替 電話加入権の所属替引受について 昭和５１年度 (起)昭51. 4. 1 管理課

4041 17 50財産用途廃止、所属替、分掌替 行政財産の用途廃止および解体撤去について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.26
(決)昭51. 3.26

管理課

4042 1 浜松土木補修基地移転 浜松土木事務所補修基地の移転について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.28
(決)昭50. 8. 9

管理課

4042 2 浜松土木補修基地移転
補修基地移転先用地買収のための契約について
（伺い）

昭和５０年度 総務課

4042 3 浜松土木補修基地移転 行政財産の用途廃止及び引継ぎについて 昭和５０年度
(起)昭50. 8.15
(決)昭50.11.13

管理課

4042 4 浜松土木補修基地移転
浜松土木事務所補修基地用地にかかる非農用地の
地区編入同意について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.23
(決)昭50. 7.26

管理課

4043 1 新事務所開設関係
静岡西土木事務所庁舎等に係る行政財産の使用許
可について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.21
(決)昭50. 4.21

管理課
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4043 2 新事務所開設関係 公有財産の分掌替えについて 昭和４９年度 (起)昭50. 3.24 管理課

4043 3 新事務所開設関係 公有財産の分掌替えについて 昭和４９年度 (起)昭50. 3.24 管理課

4043 4 新事務所開設関係 行政財産の分掌替について 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 1 管理課

4043 5 新事務所開設関係 庁舎等の建設について（事前執行伺） 昭和４９年度 (起)昭50. 2.13 管理課

4043 6 新事務所開設関係 昭和49年度歳出予算の流用について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.12 管理課

4043 7 新事務所開設関係 昭和49年度営繕工事の依頼について 昭和４９年度 (起)昭50. 2. 5 管理課

4043 8 新事務所開設関係 電話機の所属替について 昭和４９年度 (起)昭50. 3.11 管理課

4043 9 新事務所開設関係 土木事務所無線局設置の依頼について 昭和４９年度 (起)昭50. 2. 7 管理課

4044 1 設計標準（１） 設計標準（単価偏）昭和47年度 昭和４７年度 設計検査課

4045 1 設計標準（２） 設計標準（単価偏）昭和47年度 昭和４７年度 設計検査課

4046 1 設計標準（３） 設計標準（橋梁設計標準）昭和48年度 昭和４８年度 設計検査課

4047 1 設計標準（４） 設計標準（単価偏）昭和47年度 昭和４７年度 設計検査課

4048 1 設計標準（５） 設計標準（単価偏）昭和48年度 昭和４８年度 設計検査課

4049 1 設計標準・公文書綴（６） 現行労務単価について（照会） 昭和４８年度 新潟県土木部

4049 2 設計標準・公文書綴（６） 公共事業労務費調査票について（通知） 昭和４８年度
中部地方連絡協
議会

4049 3 設計標準・公文書綴（６） 昭和48年度実施設計単価の一部改訂について 昭和４８年度 (施)昭48.10. 3 河川課

4049 4 設計標準・公文書綴（６） 設計標準（単価編、歩掛編）の取扱について 昭和４８年度 (施)昭48.10. 1 河川課

4049 5 設計標準・公文書綴（６） コンクリート配合適用基準について 昭和４８年度 (施)昭48. 8.18 河川課

4049 6 設計標準・公文書綴（６） コンクリート積ブロックの検査について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.12 河川課

4049 7 設計標準・公文書綴（６） 石材等の設計単価について（照会） 昭和４８年度 (収)昭49. 1.31
山梨県土木工事
検査室

4049 8 設計標準・公文書綴（６） 委託調査関係設計標準について（送付・その他） 昭和４８年度 (施)昭48. 6.18 河川課
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4049 9 設計標準・公文書綴（６） 土木用コンクリート積ブロック検査について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

管理課

4049 10 設計標準・公文書綴（６）
昭和48年度実施設計単価の一部改正について（通
知）

昭和４８年度 (起)昭48. 5.22 河川課

4049 11 設計標準・公文書綴（６） 鉄線蛇籠の価格について（お願い） 昭和４８年度 日本蛇籠協会

4049 12 設計標準・公文書綴（６） 建設資材価格調査表　７号 昭和４８年度
静岡県建設業協
会

4049 13 設計標準・公文書綴（６） コンクリートブロックの検査依頼について 昭和４８年度 (起)昭49. 3. 4 河川課

4049 14 設計標準・公文書綴（６）
土木部所管土木事業に係る工事請負契約の変更に
ついて

昭和４８年度 (収)昭49. 1.30 道路建設課ほか

4049 15 設計標準・公文書綴（６） 土木用間知ブロックの検査申請について（依頼） 昭和４８年度 (起)昭49. 1.31 河川課

4049 16 設計標準・公文書綴（６）
昭和48年度実施設計（舗装関係）に使用する単価
表について

昭和４８年度 道路建設課ほか

4049 17 設計標準・公文書綴（６） 歩道の切下げ等の構造について 昭和４８年度 (収)昭48.12. 3 道路維持課

4049 18 設計標準・公文書綴（６） 土木用コンクリート積ブロックの検査について 昭和４８年度 (起)昭49. 1.17 河川課

4049 19 設計標準・公文書綴（６） 昭和48年度実施設計単価（山土）の改訂について 昭和４８年度 浜松土木事務所

4049 20 設計標準・公文書綴（６） 建設資材価格調査表　６号 昭和４８年度
静岡県建設業協
会

4049 21 設計標準・公文書綴（６）
昭和48年度工事請負契約の更改に伴う昭和48年12
月実勢単価について（追加）

昭和４８年度 (収)昭49. 1.16 道路維持課

4049 22 設計標準・公文書綴（６） 歩掛積算に関する座談会議事 昭和４８年度 河川課

4049 23 設計標準・公文書綴（６）
土木部所管土木事業に係る工事請負契約の変更に
ついて

昭和４８年度 管理課

4049 24 設計標準・公文書綴（６）
建設資材の高騰に伴う土木部所管土木事業に係る
工事請負契約の変更実施説明会の開催について
（通知）

昭和４８年度 管理課

4049 25 設計標準・公文書綴（６）
土木部所管事業における生コン需要量調査につい
て

昭和４８年度 (施)昭48.11.30 河川課

4049 26 設計標準・公文書綴（６） 鋼材に係る工事請負契約の変更実施要領について 昭和４８年度 (施)昭48.11.22 管理課、河川課

4049 27 設計標準・公文書綴（６） 建設資材価格調査表　３号 昭和４８年度
静岡県建設業協
会

4049 28 設計標準・公文書綴（６）
昭和48年度公共事業実施単価一部改訂について
（報告）

昭和４８年度 (施)昭48. 9.30 河川課
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4049 29 設計標準・公文書綴（６） 鋼材実施設計単価の一部改正について（通知） 昭和４８年度 (施)昭48. 8.28 河川課

4049 30 設計標準・公文書綴（６） 歩道の切下げ構造について 昭和４８年度 (収)昭48. 9.18 道路維持課

4049 31 設計標準・公文書綴（６）
直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取
得する場合の取扱いについての一部改正について

昭和４８年度 (収)昭48. 9.21 公共用地課

4049 32 設計標準・公文書綴（６）
生コンクリート業事業運営研究会ご出席方依頼に
ついて

昭和４８年度
静岡県中小企業
団体中央会

4049 33 設計標準・公文書綴（６）
区画線（特殊樹脂、溶着吹き付け式ホットペイン
ト）の品質検査場所及び下層路盤工の検査につい
て

昭和４８年度 (収)昭48. 9.10
道路建設課、道
路維持課

4049 34 設計標準・公文書綴（６） 岩掘削単価訂正について 昭和４８年度 道路建設課

4049 35 設計標準・公文書綴（６） 生コン及石材等の価格実態調査について（依頼） 昭和４８年度 河川課

4049 36 設計標準・公文書綴（６）
主要建設資材に係る昭和48年度公共事業設計単価
等調査について（回答）

昭和４８年度 (起)昭48. 8.24 河川課

4049 37 設計標準・公文書綴（６） 昭和48年度公共事業労務費調査について 昭和４８年度 (施)昭48. 8.14 河川課

4049 38 設計標準・公文書綴（６）
生コンクリート工場の日本工業規格表示許可につ
いて（報告）

昭和４８年度 浜松土木事務所

4049 39 設計標準・公文書綴（６） 全国測量業協会刊行測量標準単価表について 昭和４８年度
全国測量業協会
中部支部

4049 40 設計標準・公文書綴（６）
緊急工事用セメント需要量の調査について（回
答）

昭和４８年度 河川課

4049 41 設計標準・公文書綴（６） 昭和48年度石材単価について（回答） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.29
(決)昭48. 3.30
(施)昭48. 3.30

河川課

4049 42 設計標準・公文書綴（６） 労務単価の値上げについて陳情 昭和４７年度 (起)昭48. 3.26 河川課

4050 1 設計標準（１） 設計標準（単価偏）昭和50年度 昭和５０年度 設計検査課

4051 1 設計標準（２） 設計標準（単価偏）昭和51年度 昭和５０年度 設計検査課

4052 1 設計標準（３） 設計標準（歩掛編・単価偏）昭和50年度 昭和５０年度 設計検査課

4053 1 設計標準（１） 設計標準（単価編・歩掛編）昭和49年度 昭和４９年度 設計検査課

4054 1 設計標準（２） 設計標準（単価編）昭和50年度 昭和５０年度 設計検査課

4055 1 設計標準（３） 設計標準（歩掛編・単価編）昭和49年度 昭和４９年度 設計検査課
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4056 1 設計標準（４） 設計標準（歩掛編・単価編）昭和49年度 昭和４９年度 設計検査課

4057 1 設計標準（５） 設計標準（歩掛編・単価編）昭和50年度 昭和５０年度 設計検査課

4058 1 設計標準（６） 設計標準（単価編）昭和49年度 昭和４９年度 設計検査課

4059 1 設計標準（７） 設計標準（単価編）昭和49年度 昭和４９年度 設計検査課

4060 1 歩掛・単価検討資料 歩掛・単価検討資料 昭和４９年度 設計検査課

4061 1 安倍川対策関係綴・金沢問題 （個人名）の移転問題 昭和４６年度 公共用地室

4061 2 安倍川対策関係綴・金沢問題 議事録（昭和46年８月20日（個人名）移転交渉） 昭和４６年度
静岡河川工事事
務所

4061 3 安倍川対策関係綴・金沢問題 議事録（昭和46年８月16日（個人名）移転問題） 昭和４６年度
静岡河川工事事
務所

4061 4 安倍川対策関係綴・金沢問題 審査請求に係る弁明書の提出等について 昭和４６年度 建設省

4061 5 安倍川対策関係綴・金沢問題 （個人名）の移転問題について 昭和４６年度 (起)昭46. 8. 3 公共用地室

4061 6 安倍川対策関係綴・金沢問題
（個人名）及総連と安倍対交渉経緯の聞取り調書
（昭和46年８月３日）

昭和４６年度
静岡河川工事事
務所

4061 7 安倍川対策関係綴・金沢問題
議事録（昭46.６.30　秋山新田不法占用者移転問
題について）

昭和４６年度
静岡河川工事事
務所

4061 8 安倍川対策関係綴・金沢問題
議事録（昭和46年８月５日（個人名）移転問題に
ついて）

昭和４６年度
静岡河川工事事
務所

4062 1 安倍川対策関係綴・行政代執行 （個人名）に関する土地の追加分譲について 昭和４６年度 (起)昭46.10.15 公共用地室

4062 2 安倍川対策関係綴・行政代執行 （個人名）に関する土地の分譲について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.10. 4
(決)昭46.10. 4

公共用地室

4062 3 安倍川対策関係綴・行政代執行 行政代執行実施にかかわる協力について（依頼） 昭和４６年度 (収)昭46. 9.22
建設省中部地方
建設局

4062 4 安倍川対策関係綴・行政代執行
供覧「田町地区河川敷住居者の移転に伴う借家
（空家）の処理について」

昭和４６年度 (起)昭46. 7.20 公共用地室

4062 5 安倍川対策関係綴・行政代執行
田町地区河川敷住居者の移転に伴う借家（空家）
の処理について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.16
(決)昭46. 7.16
(施)昭46. 7.17

公共用地室

4063 1
安倍川対策関係綴・改良住宅補助
金関係

安倍川河川敷不良住宅地区に関する住宅地区改良
事業費県費補助金の交付確定について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.21
(決)昭47. 5. 2
(施)昭47. 5. 2

公共用地課

4063 2
安倍川対策関係綴・改良住宅補助
金関係

安倍川河川敷不良住宅地区に関する住宅地区改良
事業費県費補助金交付決定について

昭和４６年度
(起)昭46.10.15
(決)昭46.11.12
(施)昭46.11.13

公共用地室

4064 1
安倍川対策関係綴・安倍川河川敷
不法占用移転対策関係記録集

安倍川河川敷不法占用移転対策に関する事業概要
作成について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭47. 3. 6 公共用地室
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4065 1 安倍川対策移転交渉 会議記録（安倍川対策移転交渉） 昭和４６年度 公共用地室

4066 1 安倍川対策に関する覚書
安倍川河川敷不法物件除却に関する覚書第５条２
項に基づく細部事項について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭47. 3.23 公共用地室

4066 2 安倍川対策に関する覚書
安倍川河川敷不法物件除却に関する覚書の締結に
ついて（供覧）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 9
(決)昭47. 3.16
(施)昭47. 3.16

公共用地室

4066 3 安倍川対策に関する覚書
安倍川河川敷不法物件除却に関する覚書について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 1
(決)昭47. 3. 6
(施)昭47. 3. 9

公共用地室

4067 1 安倍川対策の経緯 安倍川対策の経緯 昭和４７年度 公共用地室

4068 1 安倍川対策予備監査 安倍川対策予備監査（資料） 昭和４７年度 公共用地室

4069 1 安倍川田町地区不法占用現況 田町地区不法占用現況 昭和４９年度 安倍川対策室

4070 1 安倍川不法占用移転対策方針
昭和50年度安倍川不法占用移転対策打合わせ　昭
50.10.

昭和５０年度 安倍川対策室

4070 2 安倍川不法占用移転対策方針
安倍川総合対策協議会移転部会打合せ不法占用移
転対策打ち合わせ　昭50.２.26

昭和４９年度 安倍川対策室

4070 3 安倍川不法占用移転対策方針
昭和50年２月19日から２月23日まで河川敷の不法
占用実態調査をしたのでその結果を次のとおり復
命します。

昭和４９年度 (起)昭50. 2.28 公共用地課

4070 4 安倍川不法占用移転対策方針
昭和50年度安倍川対策事業にかかわる必要経費の
予算要求について。

昭和４９年度 (収)昭49.11. 6 安倍川対策室

4071 1 46年発生気象状況調書 46年発生気象状況調書 昭和４６年度 静岡地方気象台

4072 1 47年発生気象状況調書 47年発生気象状況調書 昭和４７年度 静岡地方気象台

4073 1 49年発生気象状況調書 49年発生気象状況調書 昭和４９年度 静岡地方気象台

4074 1 49年異常気象天気図綴 49年発生気象天気図 昭和４９年度 静岡地方気象台

4075 1 50年発生第１次査定気象状況調書 静岡県河川区域調書（昭和50年４月12日） 昭和５０年度 河川課

4075 2 50年発生第１次査定気象状況調書 気象状況調書（低気圧による豪雨）№１ 昭和４９年度 静岡地方気象台

4076 1 50年発生第２次査定気象状況調書 気象状況調書（低気圧による豪雨）No.10 昭和５０年度 静岡地方気象台

4076 2 50年発生第２次査定気象状況調書 静岡県河川区域調書（昭和50年４月12日） 昭和５０年度 河川課

4077 1 50年発生第３次査定気象状況調書 気象状況調書（台風13号）№９ 昭和５０年度 静岡地方気象台
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4077 2 50年発生第３次査定気象状況調書 静岡県河川区域調書（昭和50年４月12日） 昭和５０年度 河川課

4078 1 46年災害統計 災害統計 昭和46年版（45年災） 昭和４６年度 建設省河川局

4079 1 47年災害統計 災害統計 昭和47年版（46年災） 昭和４７年度 建設省河川局

4080 1 48年災害統計 災害統計 昭和48年版（47年災） 昭和４８年度 建設省河川局

4081 1 49年災害統計 災害統計 昭和49年版（48年災） 昭和４９年度 建設省河川局

4082 1 50年災害統計 災害統計 昭和50年版（49年災） 昭和５０年度 建設省河川局

4083 1 49年災害・激特写真
昭和49年災害（一）小豆川・（二）巴川劇特資料
（写真・関連記事）

昭和４９年度 港湾課

4084 1 50年災害・激特写真
昭和50年災害（一）仿僧川劇特資料（写真・関連
記事）

昭和５０年度 港湾課

4085 1 46日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報）昭和46年 昭和４７年度
運輸省大臣官房
情報管理部

4086 1 47日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報）昭和47年 昭和４８年度
運輸省大臣官房
情報管理部

4087 1 48日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報）昭和48年 昭和４８年度
運輸省大臣官房
情報管理部

4088 1 49日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報）昭和49年 昭和４９年度
運輸省大臣官房
情報管理部

4089 1 50日本国港湾統計（年報） 日本国港湾統計（年報）昭和50年 昭和５０年度
運輸省大臣官房
情報管理部

4090 1
48土地利用対策委員会本審査意見
書　No.１

昭和48年度土地利用対策委員会本審査意見書　
No.１

昭和４８年度 年住宅企画課

4091 1
48土地利用対策委員会本審査意見
書　No.２

昭和48年度土地利用対策委員会本審査意見書　
No.２

昭和４８年度 年住宅企画課

4092 1
48土地利用対策委員会本審査意見
書　No.３

昭和48年度土地利用対策委員会本審査意見書　
No.３

昭和４８年度 年住宅企画課

4093 1
49土地利用対策委員会本審査意見
書

昭和49年度土地利用委員会本審査意見書綴 昭和４９年度 年住宅企画課

4094 1
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47.10.31 調整課

4094 2
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47.11.22 調整課

4094 3
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47.12. 8 調整課

4094 4
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47.12.19 調整課
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4094 5
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭48. 1.17 調整課

4094 6
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭48. 1.25 調整課

4094 7
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭48. 2.26 調整課

4094 8
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭48. 3. 7 調整課

4094 9
47土地利用対策委員会提案事項　
No.１

土地対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭48. 3.15 調整課

4095 1
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 5.23 調整課長

4095 2
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.10 調整課長

4095 3
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.27 調整課長

4095 4
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 7. 5 調整課長

4095 5
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 8.14 調整課長

4095 6
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 7.18 調整課長

4095 7
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 8.26 調整課長

4095 8
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 9.18 調整課長

4095 9
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 9.28 調整課長

4095 10
47土地利用対策委員会提案事項　
No.２

土地利用対策委員会提案事項について（うかが
い）

昭和４７年度 (起)昭47.10.18 調整課長

4096 1 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.19
(決)昭49. 3.26

土地対策課

4096 2 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 1
(決)昭49. 3.26

土地対策課

4096 3 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.26
(決)昭49. 3.26

土地対策課

4096 4 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.28 土地対策課

4096 5 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度 (起)昭48. 5.15 土地対策課

4096 6 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.24
(決)昭48. 5.29

土地対策課
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4096 7 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 4
(決)昭48. 6. 4

土地対策課

4096 8 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度 (起)昭48. 6.13 土地対策課

4096 9 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.29
(決)昭48. 7. 2

土地対策課

4096 10 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 7
(決)昭48. 7.11

土地対策課

4096 11 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.21
(決)昭48. 7.21

土地対策課

4096 12 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.21
(決)昭48. 7.21

土地対策課

4096 13 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8. 1

土地対策課

4096 14 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8. 1

土地対策課

4096 15 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.21
(決)昭48. 8.21

土地対策課

4096 16 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 9. 1
(決)昭48. 9. 1

土地対策課

4096 17 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.20
(決)昭48. 9.20

土地対策課

4096 18 48土地利用対策委員会事前結果
土地利用対策委員会:決定事項について（土砂採
取事業）

昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10.12

土地対策課

4096 19 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10. 9

土地対策課

4096 20 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48.10.20
(決)昭48.10.20

土地対策課

4096 21 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48.11. 2
(決)昭48.11. 2

土地対策課

4096 22 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度 (起)昭48.12. 1 土地対策課

4096 23 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭48.12.20
(決)昭48.12.20

土地対策課

4096 24 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.10
(決)昭49. 1.10

土地対策課

4096 25 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.19
(決)昭49. 1.19

土地対策課

4096 26 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会事前審査結果について 昭和４８年度 (起)昭49. 1. 9 土地対策課

4096 27 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 1
(決)昭49. 2. 1

土地対策課
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4096 28 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 1
(決)昭49. 2. 1

土地対策課

4096 29 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.21
(決)昭49. 2.21

土地対策課

4096 30 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.21
(決)昭49. 2.21

土地対策課

4096 31 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 1
(決)昭49. 3. 1

土地対策課

4096 32 48土地利用対策委員会事前結果 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.19 土地対策課

4097 1 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.20
(決)昭47. 6.21

調整課

4097 2 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47. 6. 1 調整課

4097 3 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 3 調整課

4097 4 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.27 調整課

4097 5 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.21
(決)昭47. 7.22

調整課

4097 6 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度
(起)昭47. 8. 8
(決)昭47. 8.11

調整課

4097 7 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.22 調整課

4097 8 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47. 9. 6 調整課

4097 9 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47. 9. 7 調整課

4097 10 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47.10.25 調整課

4097 11 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47.11. 7 調整課

4097 12 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47.12.14 調整課

4097 13 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47.12.14 調整課

4097 14 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭47.12.22 調整課

4097 15 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭48. 1.24 調整課

4097 16 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭48. 2.22 調整課
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4097 17 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭48. 3. 6 調整課

4097 18 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭48. 3. 6 調整課

4097 19 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４７年度 (起)昭48. 3.28 調整課

4097 20 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭47.10.11 調整課

4097 21 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭47.10.23 調整課

4097 22 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭47.12.14 調整課

4097 23 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭47.12.14 調整課

4097 24 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭47.12.22 調整課

4097 25 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭48. 1.24 調整課

4097 26 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭48. 2.22 調整課

4097 27 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭48. 3. 6 調整課

4097 28 47土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４７年度 (起)昭48. 3.28 調整課

4098 1 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 6
(決)昭49. 4. 6
(施)昭49. 4. 6

土地対策課

4098 2 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 1
(決)昭49. 6. 1
(施)昭49. 6. 1

土地対策課

4098 3 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.20 土地対策課

4098 4 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.26
(施)昭49. 7.26

土地対策課

4098 5 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 5
(決)昭49. 8. 5
(施)昭49. 8. 5

土地対策課

4098 6 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 3
(決)昭49. 9. 3
(施)昭49. 9. 3

土地対策課

4098 7 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.17
(施)昭49. 9.17

土地対策課

4098 8 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭49.10. 9
(決)昭49.10. 9
(施)昭49.10. 9

土地対策課

4098 9 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(施)昭49.10.21

土地対策課
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4098 10 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度 (起)昭49.11.19 土地対策課

4098 11 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度 (起)昭49.12.17 土地対策課

4098 12 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(施)昭50. 1.24

土地対策課

4098 13 49土地利用対策委員会決定事項 採石事業の事前協議の結果について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.19
(決)昭50. 2.19
(施)昭50. 2.19

土地対策課

4098 14 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用事業の事前協議の結果について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.19
(決)昭50. 2.19
(施)昭50. 2.19

土地対策課

4098 15 49土地利用対策委員会決定事項 砂利採取事業の事前協議の結果について 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 7
(決)昭50. 3.17
(施)昭50. 3.18

土地対策課

4098 16 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用事業の事前協議の結果について 昭和４９年度 (起)昭50. 3.18 土地対策課

4098 17 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用事業の事前協議の結果について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(施)昭50. 3.28

土地対策課

4098 18 49土地利用対策委員会決定事項 事業計画の変更承認について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.20
(決)昭49. 4.20

土地対策課

4098 19 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 6
(決)昭49. 4. 6
(施)昭49. 4. 6

土地対策課

4098 20 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.20
(決)昭49. 4.20

土地対策課

4098 21 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.20
(決)昭49. 5.20

土地対策課

4098 22 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 1 土地対策課

4098 23 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 1
(決)昭49. 7. 1
(施)昭49. 7. 1

土地対策課

4098 24 49土地利用対策委員会決定事項 県土地利用対策委員会の審査結果について 昭和４９年度 (起)昭49. 7. 3 土地対策課

4098 25 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.26
(決)昭49. 7.26

土地対策課

4098 26 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 5
(決)昭49. 8. 5
(施)昭49. 8. 5

土地対策課

4098 27 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.20
(決)昭49. 8.20

土地対策課

4098 28 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 3
(決)昭49. 9. 3
(施)昭49. 9. 3

土地対策課

4098 29 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.28
(決)昭49. 9.28
(施)昭49. 9.28

土地対策課

4098 30 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(施)昭49.10.21

土地対策課
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4098 31 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 5
(施)昭49.11. 5

土地対策課

4098 32 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定事項について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 2
(決)昭49.12. 2
(施)昭49.12. 2

土地対策課

4098 33 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.21 土地対策課

4098 34 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和４９年度 (起)昭50. 2. 4 土地対策課

4098 35 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和４９年度 (起)昭50. 2. 5 土地対策課

4098 36 49土地利用対策委員会決定事項 実施計画の承認について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.19
(施)昭50. 3. 1

土地対策課

4098 37 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会決定通知の訂正について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.27
(決)昭50. 3. 3
(施)昭50. 3. 3

土地対策課

4098 38 49土地利用対策委員会決定事項 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.26
(施)昭50. 3.28

土地対策課

4099 1 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 4.15 土地対策課

4099 2 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.15
(施)昭50. 4.15

土地対策課

4099 3 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 2 土地対策課

4099 4 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.29
(施)昭50. 6. 5

土地対策課

4099 5 50土地利用対策委員会決定事項
細江町中川地区住宅地造成事業の承認通知につい
て

昭和５０年度 (起)昭50. 4.25 土地対策課

4099 6 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 3 土地対策課

4099 7 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 6.23 土地対策課

4099 8 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について（通知） 昭和５０年度 (起)昭50. 6.24 土地対策課

4099 9 50土地利用対策委員会決定事項 県土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.25
(決)昭50. 6.30
(施)昭50. 6.30

土地対策課

4099 10 50土地利用対策委員会決定事項 県土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.25
(決)昭50. 6.30
(施)昭50. 6.30

土地対策課

4099 11 50土地利用対策委員会決定事項 県土地利用対策委員会の事前審査結果について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.25
(決)昭50. 6.30
(施)昭50. 6.30

土地対策課

4099 12 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 8 土地対策課

4099 13 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.24 土地対策課
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4099 14 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.24 土地対策課

4099 15 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.24 土地対策課

4099 16 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 5
(施)昭50. 8. 5

土地対策課

4099 17 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 5
(施)昭50. 8.12

土地対策課

4099 18 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 5
(施)昭50. 8. 5

土地対策課

4099 19 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.19
(施)昭50. 8.19

土地対策課

4099 20 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.11
(施)昭50. 8.19

土地対策課

4099 21 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.20
(施)昭50. 8.21

土地対策課

4099 22 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.21
(施)昭50. 8.25

土地対策課

4099 23 50土地利用対策委員会決定事項 県土地利用対策委員会承認案件の変更について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.20
(施)昭50. 8.30

土地対策課

4099 24 50土地利用対策委員会決定事項 事業計画の変更について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.19
(施)昭50. 8.30

土地対策課

4099 25 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 9.13 土地対策課

4099 26 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 9.13 土地対策課

4099 27 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 9.25 土地対策課

4099 28 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50. 9.25 土地対策課

4099 29 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.22
(施)昭50.10. 3

土地対策課

4099 30 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.10.11
(施)昭50.10.13

土地対策課

4099 31 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50.10.13 土地対策課

4099 32 50土地利用対策委員会決定事項 事業計画の変更に対する承認について 昭和５０年度
(起)昭50.10.13
(施)昭50.10.16

土地対策課

4099 33 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(施)昭50.10.14

土地対策課

4099 34 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(施)昭50.10.14

土地対策課
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4099 35 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(施)昭50.10.14

土地対策課

4099 36 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50.10.14 土地対策課

4099 37 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.10.24
(施)昭50.10.24

土地対策課

4099 38 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭50.10.24 土地対策課

4099 39 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 6
(施)昭50.11. 6

土地対策課

4099 40 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 6
(施)昭50.11. 6

土地対策課

4099 41 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 6
(施)昭50.11. 6

土地対策課

4099 42 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 6
(施)昭50.11. 6

土地対策課

4099 43 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.11.25
(施)昭50.11.25

土地対策課

4099 44 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.11.25
(施)昭50.11.25

土地対策課

4099 45 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.11.25
(施)昭50.11.25

土地対策課

4099 46 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.12.23
(施)昭50.12.23

土地対策課

4099 47 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.12.23
(施)昭50.12.23

土地対策課

4099 48 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭50.12.23
(施)昭50.12.23

土地対策課

4099 49 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度 (起)昭51. 1. 8 土地対策課

4099 50 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 8
(施)昭51. 1. 8

土地対策課

4099 51 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 8
(施)昭51. 1. 8

土地対策課

4099 52 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.31
(施)昭51. 2. 4

土地対策課

4099 53 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.13
(施)昭51. 2.13

土地対策課

4099 54 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 2
(施)昭51. 3. 2

土地対策課

4099 55 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(施)昭51. 3.22

土地対策課
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4099 56 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(施)昭51. 3.22

土地対策課

4099 57 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(施)昭51. 3.22

土地対策課

4099 58 50土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(施)昭51. 3.22

土地対策課

4100 1 47土地利用対策委員会提案資料 昭和47年度土地利用対策委員会提案資料 昭和４７年度 企画調整課

4101 1 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 4.18
(決)昭48. 4.19

土地対策課

4101 2 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.27
(決)昭48. 4.27

土地対策課

4101 3 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.18 土地対策課

4101 4 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.29 土地対策課

4101 5 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 6.29 土地対策課

4101 6 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.20 土地対策課

4101 7 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.31 土地対策課

4101 8 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 8.31 土地対策課

4101 9 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 9.18 土地対策課

4101 10 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10. 6
(決)昭48.10. 8

土地対策課

4101 11 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48.10.18 土地対策課

4101 12 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48.11.30 土地対策課

4101 13 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48.12.18 土地対策課

4101 14 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 9
(決)昭49. 1. 9

土地対策課

4101 15 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 2.28
(決)昭49. 2.28

土地対策課

4101 16 48土地利用対策委員会提案事項 土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭49. 3.18 土地対策課

4102 1
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 4
(決)昭49. 4. 5

土地対策課
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4102 2
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 4.19
(決)昭49. 4.19

土地対策課

4102 3
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49. 5.17 土地対策課

4102 4
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49. 5.31 土地対策課

4102 5
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49. 6.19 土地対策課

4102 6
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(決)昭49. 6.29
(施)昭49. 6.29

調整課

4102 7
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49. 7.25 土地対策課

4102 8
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 3
(決)昭49. 8. 3

土地対策課

4102 9
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 8.19
(決)昭49. 8.19

土地対策課

4102 10
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 2
(決)昭49. 9. 3

土地対策課

4102 11
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.14
(決)昭49. 9.14

土地対策課

4102 12
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.10. 8
(決)昭49.10. 8

土地対策課

4102 13
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49.10.19 土地対策課

4102 14
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49.11. 1 土地対策課

4102 15
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49.11.18 土地対策課

4102 16
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.11.30
(決)昭49.11.30

土地対策課

4102 17
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.20
(決)昭50. 1.20

土地対策課

4102 18
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭50. 2.18 土地対策課

4102 19
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 6
(決)昭50. 3. 6

土地対策課

4102 20
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会提案事項について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭50. 3.17 土地対策課

4102 21
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭49.11.22 土地対策課

4102 22
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭49.12.12 土地対策課
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4102 23
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.13
(施)昭50. 1.14

土地対策課

4102 24
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭49.11.29 土地対策課

4102 25
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.13
(施)昭50. 1.15

土地対策課

4102 26
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.20 土地対策課

4102 27
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.29 土地対策課

4102 28
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の意見書提出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49.12. 6 土地対策課

4102 29
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭50. 2. 7 土地対策課

4102 30
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.10 土地対策課

4102 31
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 7
(施)昭50. 3.10

土地対策課

4102 32
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭50. 3.19 土地対策課

4102 33
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4. 8

土地対策課

4102 34
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の現地調査につい
て

昭和４９年度 (起)昭49. 4. 8 土地対策課

4102 35
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の現地調査につい
て

昭和４９年度 (起)昭49. 4. 8 土地対策課

4102 36
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の現地調査につい
て

昭和４９年度 (起)昭49. 4. 8 土地対策課

4102 37
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 1
(決)昭49. 5. 1

土地対策課

4102 38
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.16 土地対策課

4102 39
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 3 土地対策課

4102 40
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.13 土地対策課

4102 41
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.13 土地対策課

4102 42
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.27 土地対策課

4102 43
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 2 土地対策課
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4102 44
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.17 土地対策課

4102 45
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.30 土地対策課

4102 46
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度
(起)昭49.10.12
(施)昭49.10.14

土地対策課

4102 47
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49.10.16 土地対策課

4102 48
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49.11.14 土地対策課

4102 49
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49.11. 6 土地対策課

4102 50
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49.12. 3 土地対策課

4102 51
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭49.12. 3 土地対策課

4102 52
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(施)昭50. 1. 6

土地対策課

4102 53
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(施)昭50. 1. 6

土地対策課

4102 54
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(施)昭50. 1. 6

土地対策課

4102 55
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.24 土地対策課

4102 56
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.26
(施)昭50. 2.27

土地対策課

4102 57
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.26 土地対策課

4102 58
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.26 土地対策課

4102 59
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会案件に係る現地調査に
ついて

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 7
(決)昭50. 3. 7
(施)昭50. 3. 7

土地対策課

4102 60
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 4 土地対策課

4102 61
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.10
(決)昭49. 4.11
(施)昭49. 4.11

土地対策課

4102 62
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 5. 7 土地対策課

4102 63
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.16 土地対策課

4102 64
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.17 土地対策課
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4102 65
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 7.14 土地対策課

4102 66
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.18
(決)昭49. 7.19
(施)昭49. 7.19

土地対策課

4102 67
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 8.19 土地対策課

4102 68
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 5
(施)昭49. 9. 5

土地対策課

4102 69
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 8 土地対策課

4102 70
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.11.16 土地対策課

4102 71
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.11.29 土地対策課

4102 72
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.12. 9 土地対策課

4102 73
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 4. 1 土地対策課

4102 74
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 5. 7 土地対策課

4102 75
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.31 土地対策課

4102 76
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.13 土地対策課

4102 77
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.18
(決)昭49. 7.22
(施)昭49. 7.22

土地対策課

4102 78
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 7.29 土地対策課

4102 79
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 7.31 土地対策課

4102 80
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.17 土地対策課

4102 81
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.10. 1 土地対策課

4102 82
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.11. 5 土地対策課

4102 83
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.11.16 土地対策課

4102 84
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.11.29 土地対策課

4102 85
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.12. 9 土地対策課
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4102 86
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49.12.27
(施)昭50. 1. 6

土地対策課

4102 87
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.14 土地対策課

4102 88
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.20 土地対策課

4102 89
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭50. 2. 4 土地対策課

4102 90
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.12 土地対策課

4102 91
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.21
(施)昭50. 2.25

土地対策課

4102 92
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.28 土地対策課

4102 93
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 7
(施)昭50. 3.10

土地対策課

4102 94
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.22 土地対策課

4102 95
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭49. 4.24 土地対策課

4102 96
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4. 9
(施)昭49. 4. 9

土地対策課

4102 97
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭49. 4.10 土地対策課

4102 98
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の意見書提出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 5.17 土地対策課

4102 99
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.17 土地対策課

4102 100
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の意見書提出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 6. 3 土地対策課

4102 101
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 4 土地対策課

4102 102
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

暫定措置に係る案件等の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.13
(決)昭49. 6.13

土地対策課

4102 103
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 1
(決)昭49. 7. 4
(施)昭49. 7. 4

土地対策課

4102 104
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の意見書提出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 7.12 土地対策課

4102 105
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の意見書提出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 7.31 土地対策課

4102 106
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.31
(施)昭49. 8. 2

土地対策課
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4102 107
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会現地査察に基づく意見書提出
について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.14
(決)昭49. 8.16
(施)昭49. 8.16

土地対策課

4102 108
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の意見書提出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 8.14 土地対策課

4102 109
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の意見書提出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 9. 2 土地対策課

4102 110
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会常任幹事会の意見書提出につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 9.28 土地対策課

4102 111
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭49.10.12
(決)昭49.10.12
(施)昭49.10.12

土地対策課

4102 112
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度
(起)昭49.10.17
(決)昭49.10.17
(施)昭49.10.17

土地対策課

4102 113
49土地利用対策委員会提案資料　
No.１

土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和４９年度 (起)昭49.11.15 土地対策課

4103 1
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭50. 3.18 土地対策課

4103 2
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭50. 3. 7 土地対策課

4103 3
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭50. 2.19 土地対策課

4103 4
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭50. 2. 5 土地対策課

4103 5
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭50. 1.21 土地対策課

4103 6
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49.12. 2 土地対策課

4103 7
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49.11.19 土地対策課

4103 8
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49.10.21 土地対策課

4103 9
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49.10. 9 土地対策課

4103 10
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 9.17 土地対策課

4103 11
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 9. 3 土地対策課

4103 12
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 8.20 土地対策課

4103 13
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 7.26 土地対策課

4103 14
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 7. 1 土地対策課
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4103 15
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 6.20 土地対策課

4103 16
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 6. 1 土地対策課

4103 17
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 5.20 土地対策課

4103 18
49土地利用対策委員会提案資料　
No.２

土地利用対策委員会提案事項 昭和４９年度 (施)昭49. 4.20 土地対策課

4104 1 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 4.15 土地対策課

4104 2 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 5. 2 土地対策課

4104 3 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 5.21 土地対策課

4104 4 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 6. 3 土地対策課

4104 5 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 6.23 土地対策課

4104 6 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 8 土地対策課

4104 7 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 7.24 土地対策課

4104 8 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 8. 5 土地対策課

4104 9 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 8.19 土地対策課

4104 10 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 9.13 土地対策課

4104 11 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50. 9.25 土地対策課

4104 12 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50.10.14 土地対策課

4104 13 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50.10.24 土地対策課

4104 14 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50.11. 6 土地対策課

4104 15 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50.11.25 土地対策課

4104 16 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭50.12.23 土地対策課

4104 17 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭51. 1. 8 土地対策課

444 ページ



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

4104 18 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭51. 3. 2 土地対策課

4104 19 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭51. 2.13 土地対策課

4104 20 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭51. 1.17 土地対策課

4104 21 50土地利用対策委員会提案資料 土地利用対策委員会提案事項 昭和５０年度 (施)昭51. 3.22 土地対策課

4105 1
東駿河湾広域都市計画公園の変更
（沼津市公園）

東駿河湾広域都市計画公園の変更（沼津市）（知
事決定）

昭和４７年度
(起)昭47.10. 2
(決)昭47.10.31

計画課

4106 1
東駿河湾広域都市計画道路変更承
認申請書（沼津市道路）

東駿河湾広域都市計画道路の変更について（沼津
市）（市決定）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.30
(決)昭47.10.20

計画課

4107 1
沼津都市計画道路変更承認申請書
（沼津市道路－東熊堂線）

東駿河湾広域都市計画道路の変更について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.17
(決)昭46. 7.28

計画課

4107 2
沼津都市計画道路変更承認申請書
（沼津市道路－東熊堂線）

沼津都市計画道路の変更について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.18
(決)昭46. 5.20
(施)昭46. 5.20

計画課

4108 1
区域の変更申請書（沼津都市計画
香貫地区）

東駿河湾広域都市計画土地区画整理事業の変更に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 7.10
(決)昭46. 7.21

計画課

4109 1 清水都市計画道路変更追加申請書 清水都市計画道路の変更について（清水市決定） 昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.12. 4

計画課

4109 2 清水都市計画道路変更追加申請書 清水都市計画道路の変更について 昭和４６年度
(起)昭46.10.12
(決)昭46.10.29
(施)昭46.10.29

計画課

4110 1
袋井・森都市計画区域の変更申請
（中遠広域都市計画区域）

袋井都市計画区域，森都市計画区域の変更につい
て（伺い）（中遠広域都市計画区域）

昭和４６年度
(起)昭46. 5. 4
(決)昭46. 5. 8

計画課

4111 1
中遠広域都市計画、道路の変更
（大門西通柳原線）

中遠広域都市計画道路の変更について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.19
(決)昭46. 8.19

計画課

4111 2
中遠広域都市計画、道路の変更
（大門西通柳原線）

中遠広域都市計画道路の変更について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.13
(決)昭46. 7.28
(施)昭46. 7.28

計画課

4112 1
中遠広域都市計画、道路の変更
（袋井駅前森線）

中遠広域都市計画道路 袋井駅前森線の駅前広場
について（協議）

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 5
(決)昭46. 8. 9
(施)昭46. 8. 9

計画課

4112 2
中遠広域都市計画、道路の変更
（袋井駅前森線）

中遠広域都市計画道路の変更について（伺い）　
（袋井道路）

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 4
(決)昭47. 1. 4

計画課

4113 1
中遠広域都市計画、袋井駅前土地
区画整理事業

中遠広域都市計画 袋井駅前土地区画整理事業の
決定について

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 4
(決)昭47. 1. 4

計画課

4114 1
中遠広域都市計画、ごみ焼却場の
決定

中遠広域都市計画ごみ焼却場の決定について（袋
井市）

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 9
(決)昭47. 9. 9

計画課

4114 2
中遠広域都市計画、ごみ焼却場の
決定

中遠広域都市計画ごみ焼却場の決定 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 9
(決)昭47. 9. 9
(施)昭47. 9. 9

計画課

4115 1 宇佐美城宿中島線計画決定変更書
伊東国際観光温泉文化都市建設計画道路の変更に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 4.27
(決)昭46. 5.26

計画課

4116 1
都市計画下水道（伊東市吉田下水
路）

（伊東市）伊東国際観光温泉文化都市建設計画下
水道の変更について（市決定）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.16
(決)昭47. 3.23

計画課
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4116 2
都市計画下水道（伊東市吉田下水
路）

（伊東市決定）伊東国際観光温泉文化都市建設計
画下水道の変更について

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 1
(決)昭47. 2. 9
(施)昭47. 2. 9

計画課

4117 1 都市計画承認申請（丸山公園）
伊東国際観光温泉文化都市建設計画公園の変更に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 6
(決)昭47.10. 9

計画課

4117 2 都市計画承認申請（丸山公園） 伊東国際観光温泉文化都市建設計画公園の変更 昭和４７年度
(起)昭47. 8.10
(決)昭47. 8.30

計画課

4118 1
換地計画書（浜松市和地山工区）
西遠広域都市計画事業復興

西遠広域都市計画事業復興土地区画整理事業（和
地山工区）の換地処分の公告について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 3
(決)昭47. 3. 6

計画課

4118 2
換地計画書（浜松市和地山工区）
西遠広域都市計画事業復興

西遠広域都市計画事業復興土地区画整理事業（和
地山工区）の換地計画の認可について

昭和４６年度
(起)昭47. 2.18
(決)昭47. 2.25

計画課

4119 1
換地計画書（静岡市安倍川工区）
静岡都市計画事業復興

静岡市都市計画事業復興土地区画整理事業（安倍
川工区）の換地処分の公告について

昭和４６年度
(起)昭46.10. 4
(決)昭46.10. 4

計画課

4119 2
換地計画書（静岡市安倍川工区）
静岡都市計画事業復興

静岡市都市計画事業復興土地区画整理事業（安倍
川工区）の換地計画の認可について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(決)昭46. 9.25

計画課

4120 1 中遠水道用水供給事業実績報告書 中遠水道用水供給事業実績報告書（図面のみ） 昭和４７年度 企業局水道課

4121 1
47中遠水道用水供給事業国庫補助
金実績報告書

昭和47年度共同工事の決算について 昭和４８年度 (収)昭49. 2.26 工業用水道課長

4121 2
47中遠水道用水供給事業国庫補助
金実績報告書

昭和47年度中遠水道用水供給事業国庫補助金実績
報告書について

昭和４８年度 (収)昭48. 4. 9
中遠水道事務所
長

4122 1
49駿豆水道用水供給事業国庫補助
金実績報告書

昭和49年度駿豆水道用水供給事業国庫補助金実績
報告書

昭和４９年度 (企)水道課

4123 1
47駿豆水道用水供給事業国庫補助
事業実績報告書図面

昭和47年度駿豆水道用水供給事業国庫補助事業実
績報告書図面

昭和４７年度 (企)水道課

4124 1
48水道水源開発施設整備費国庫補
助事業実績報告書（船明ダム）

昭和48年度水道水源開発等施設整備（水道水源開
発等施設整備）補助金交付額確定通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 8.22 厚生大臣

4124 2
48水道水源開発施設整備費国庫補
助事業実績報告書（船明ダム）

昭和48年度中遠水道用水供給事業実績報告書（船
明ダム）の送付について

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 8
(決)昭49. 5. 8
(施)昭49. 5.10

水道課

4125 1
49水道水源開発施設整備費国庫補
助金申請書（船明ダム）

船明ダム建設事業に関する昭和49年度負担金の支
出について

昭和４９年度 水道課

4125 2
49水道水源開発施設整備費国庫補
助金申請書（船明ダム）

船明ダム建設事業に関する昭和49年度負担金の支
出について

昭和４９年度 (起)昭49.12. 6 水道課

4126 1
49水道水源開発施設整備費国庫補
助事業実績報告書（船明ダム）

昭和49年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事
業実績の報告について

昭和５０年度 水道課

4127 1
47駿豆水道用水供給事業補助金交
付申請書

昭和47年度水道広域化施設整備費費国庫補助金の
交付申請について

昭和４７年度 水道課

4128 1
47駿豆水道用水供給事業補助金交
付申請書図面

昭和47年度駿豆水道用水供給事業補助金交付申請
書  図面

昭和４７年度 水道課

4129 1
47駿豆水道用水供給事業国庫補助
事業実績報告書

昭和47年度水道広域化施設整備費国庫補助事業実
績報告書について（駿豆水道事業）

昭和４８年度 (起)昭49. 2.13 水道課

4130 1
47駿豆水道用水供給事業国庫補助
事業実績報告書添付書

昭和47駿豆水道用水供給事業国庫補助事業実績報
告書（添付書　写真他）

昭和４８年度 水道課

446 ページ



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

4131 1
49駿豆水道用水供給事業国庫補助
事業実績報告書

昭和49年度駿豆水道用水供給事業国庫補助事業実
績報告書　控（写真他）

昭和４９年度 水道課

4132 1
47駿豆水道用水供給事業補助金追
加交付申請書図面

昭和47年度駿豆水道用水供給事業補助金追加交付
申請書

昭和４７年度 水道課

4133 1
47駿豆水道用水供給事業補助金追
加交付申請書

昭和47年度水道広域化施設整備費国庫補助金の追
加交付申請書及び変更承認申請書について（駿
豆、中遠）

昭和４７年度
(起)昭48. 1.31
(決)昭48. 1.31
(施)昭48. 1.31

水道課

4134 1 47年静岡県議会議決書（正本） 昭和47年２月県議会定例会議決書 昭和４６年度 静岡県議会

4134 2 47年静岡県議会議決書（正本） 昭和47年６月県議会定例会議決書 昭和４７年度 静岡県議会

4134 3 47年静岡県議会議決書（正本） 昭和47年９月県議会定例会議決書 昭和４７年度 静岡県議会

4134 4 47年静岡県議会議決書（正本） 昭和47年11月県議会定例会議決書 昭和４７年度 静岡県議会

4135 1 48年静岡県議会議決書（正本） 昭和48年１月県議会臨時会議決書 昭和４７年度 静岡県議会

4135 2 48年静岡県議会議決書（正本） 昭和48年２月県議会定例会議決書 昭和４７年度 静岡県議会

4135 3 48年静岡県議会議決書（正本） 昭和48年６月県議会定例会議決書 昭和４８年度 静岡県議会

4135 4 48年静岡県議会議決書（正本） 昭和48年９月県議会定例会議決書 昭和４８年度 静岡県議会

4135 5 48年静岡県議会議決書（正本） 昭和48年11月県議会定例会議決書 昭和４８年度 静岡県議会

4136 1 49年静岡県議会議決書（正本） 昭和49年２月県議会定例会議決書 昭和４８年度 静岡県議会

4136 2 49年静岡県議会議決書（正本） 昭和49年６月県議会定例会議決書 昭和４９年度 静岡県議会

4136 3 49年静岡県議会議決書（正本） 昭和49年９月県議会定例会議決書 昭和４９年度 静岡県議会

4136 4 49年静岡県議会議決書（正本） 昭和49年11月県議会定例会議決書 昭和４９年度 静岡県議会

4137 1 50年静岡県議会議決書（正本） 昭和50年２月県議会定例会議決書 昭和４９年度 静岡県議会

4137 2 50年静岡県議会議決書（正本） 昭和50年５月県議会定例会議決書 昭和５０年度 静岡県議会

4137 3 50年静岡県議会議決書（正本） 昭和50年６月県議会定例会議決書 昭和５０年度 静岡県議会

4137 4 50年静岡県議会議決書（正本） 昭和50年９月県議会定例会議決書 昭和５０年度 静岡県議会
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4137 5 50年静岡県議会議決書（正本） 昭和50年11月県議会定例会議決書 昭和５０年度 静岡県議会

4138 1 46常任委員会会議録 ６月定例会総務委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46. 7. 8 議事課

4138 2 46常任委員会会議録 ９月定例会総務委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.10. 6 議事課

4138 3 46常任委員会会議録 11月定例会総務委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12. 4 議事課

4138 4 46常任委員会会議録 ２月定例会総務委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 3.14 議事課

4138 5 46常任委員会会議録 ２月定例会企画商工委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 3.14 議事課

4138 6 46常任委員会会議録 11月定例会企画商工委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12. 4 議事課

4138 7 46常任委員会会議録 ９月定例会企画商工委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.10. 6 議事課

4138 8 46常任委員会会議録 ６月定例会企画商工委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46. 7. 8 議事課

4138 9 46常任委員会会議録 ２月定例会厚生委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 3.14 議事課

4138 10 46常任委員会会議録 11月定例会厚生委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12. 4 議事課

4138 11 46常任委員会会議録 ９月定例会厚生委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.10. 6 議事課

4138 12 46常任委員会会議録 ６月定例会厚生委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46. 6. 8 議事課

4138 13 46常任委員会会議録 ２月定例会農林水産委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 3.15 議事課

4138 14 46常任委員会会議録 11月定例会農林水産委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12. 6 議事課

4138 15 46常任委員会会議録 ９月定例会農林水産委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.10. 7 議事課

4138 16 46常任委員会会議録 ６月定例会農林水産委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46. 7. 8 議事課

4138 17 46常任委員会会議録 ６月定例会建設委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46. 7. 8 議事課

4138 18 46常任委員会会議録 ９月定例会建設委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.10. 6 議事課

4138 19 46常任委員会会議録 11月定例会建設委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12. 6 議事課

4138 20 46常任委員会会議録 12月定例会建設委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 3.14 議事課
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4138 21 46常任委員会会議録 ６月定例会労働企業委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46. 7. 7 議事課

4138 22 46常任委員会会議録 ９月定例会労働企業委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.10. 6 議事課

4138 23 46常任委員会会議録 11月定例会労働企業委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12. 4 議事課

4138 24 46常任委員会会議録 ２月定例会労働企業委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 3.14 議事課

4138 25 46常任委員会会議録 ６月定例会文教警察委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46. 7. 7 議事課

4138 26 46常任委員会会議録 ９月定例会文教警察委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.10. 6 議事課

4138 27 46常任委員会会議録 11月定例会文教警察委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12. 6 議事課

4138 28 46常任委員会会議録 ２月定例会文教警察委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 3.13 議事課

4139 1 47常任委員会会議録 ６月定例会総務委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 6 議事課

4139 2 47常任委員会会議録 ９月定例会総務委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.10. 7 議事課

4139 3 47常任委員会会議録 11月定例会総務委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.16 議事課

4139 4 47常任委員会会議録 ２月定例会総務委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 3.15 議事課

4139 5 47常任委員会会議録 ６月定例会企画商工委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 6 議事課

4139 6 47常任委員会会議録 ９月定例会企画商工委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.10. 6 議事課

4139 7 47常任委員会会議録 11月定例会企画商工委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.15 議事課

4139 8 47常任委員会会議録 ２月定例会企画商工委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 3.15 議事課

4139 9 47常任委員会会議録 ６月定例会厚生委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 6 議事課

4139 10 47常任委員会会議録 ９月定例会厚生委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.10. 7 議事課

4139 11 47常任委員会会議録 11月定例会厚生委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.15 議事課

4139 12 47常任委員会会議録 臨時議会厚生委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.12 議事課

4139 13 47常任委員会会議録 ２月定例会厚生委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 3.20 議事課
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4139 14 47常任委員会会議録 ２月定例会厚生委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 3.15 議事課

4139 15 47常任委員会会議録 ６月定例会農林水産委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 5 議事課

4139 16 47常任委員会会議録 ９月定例会農林水産委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.10. 6 議事課

4139 17 47常任委員会会議録 11月定例会農林水産委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.15 議事課

4139 18 47常任委員会会議録 ２月定例会農林水産委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 3.14 議事課

4139 19 47常任委員会会議録 ６月定例会建設委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 8 議事課

4139 20 47常任委員会会議録 ９月定例会建設委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.10. 7 議事課

4139 21 47常任委員会会議録 ６月定例会建設委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 6 議事課

4139 22 47常任委員会会議録 11月定例会建設委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.16 議事課

4139 23 47常任委員会会議録 ２月定例会建設委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 3.16 議事課

4139 24 47常任委員会会議録 ６月定例会労働企業委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 5 議事課

4139 25 47常任委員会会議録 ９月定例会労働企業委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.10. 6 議事課

4139 26 47常任委員会会議録 11月定例会労働企業委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.15 議事課

4139 27 47常任委員会会議録 ２月定例会労働企業委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 3.15 議事課

4139 28 47常任委員会会議録 ６月定例会文教警察委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 6 議事課

4139 29 47常任委員会会議録 ９月定例会文教警察委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.10. 6 議事課

4139 30 47常任委員会会議録 11月定例会文教警察委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.15 議事課

4139 31 47常任委員会会議録 ２月定例会文教警察委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 3.14 議事課

4140 1
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

６月定例会　総務委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48. 7. 6
議会事務局議事
課

4140 2
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

９月定例会　総務委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.10. 8
議会事務局議事
課

4140 3
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

11月定例会　総務委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12. 4
議会事務局議事
課
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4140 4
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

２月定例会　総務委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 3.15
議会事務局議事
課

4140 5
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

６月定例会　企画商工委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48. 7. 6
議会事務局議事
課

4140 6
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

９月定例会　企画商工委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.10. 8
議会事務局議事
課

4140 7
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

11月定例会　企画商工委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12. 4
議会事務局議事
課

4140 8
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

２月定例会　企画商工委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 3.15
議会事務局議事
課

4140 9
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

６月定例会　厚生委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48. 7. 6
議会事務局議事
課

4140 10
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

９月定例会　厚生委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.10. 8
議会事務局議事
課

4140 11
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

11月定例会　厚生委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12. 4
議会事務局議事
課

4140 12
48常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

２月定例会　厚生企画商工委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 3.12
議会事務局議事
課

4141 1
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

６月定例会　建設委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48. 7. 6
議会事務局議事
課

4141 2
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

９月定例会　建設委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.10. 8
議会事務局議事
課

4141 3
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

11月定例会　建設委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12. 4
議会事務局議事
課

4141 4
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

２月定例会　建設委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 3.15
議会事務局議事
課

4141 5
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

６月定例会　農林水産委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48. 7. 6
議会事務局議事
課

4141 6
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

９月定例会　農林水産委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.10. 8
議会事務局議事
課

4141 7
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

11月定例会　農林水産委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12. 3
議会事務局議事
課

4141 8
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

２月定例会　農林水産委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 3.14
議会事務局議事
課

4141 9
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

６月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48. 7. 6
議会事務局議事
課

4141 10
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

９月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.10. 6
議会事務局議事
課

4141 11
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

11月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12. 3
議会事務局議事
課

4141 12
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

２月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 3.14
議会事務局議事
課

451 ページ



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

4141 13
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

６月定例会　文教警察委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48. 7. 5
議会事務局議事
課

4141 14
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

９月定例会　文教決冊委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.10. 6
議会事務局議事
課

4141 15
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

11月定例会　文教警察委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12. 3
議会事務局議事
課

4141 16
48常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

２月定例会　文教警察委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 3.14
議会事務局議事
課

4142 1
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

４月定例会　総務委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 4.18
議会事務局議事
課

4142 2
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

６月定例会　総務委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 6.10
議会事務局議事
課

4142 3
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

６月定例会　総務委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 7.24
議会事務局議事
課

4142 4
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

９月定例会　総務委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.10. 8
議会事務局議事
課

4142 5
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

11月定例会　総務委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12. 7
議会事務局議事
課

4142 6
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

２月定例会　総務委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 3.13
議会事務局議事
課

4142 7
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

６月定例会　企画商工委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 7.24
議会事務局議事
課

4142 8
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

９月定例会　企画商工委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.10. 8
議会事務局議事
課

4142 9
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

11月定例会　企画商工委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12. 7
議会事務局議事
課

4142 10
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

２月定例会　企画商工委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 3.13
議会事務局議事
課

4142 11
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

６月定例会　厚生委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 7.24
議会事務局議事
課

4142 12
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

９月定例会　厚生委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.10. 8
議会事務局議事
課

4142 13
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

11月定例会　厚生委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12. 9
議会事務局議事
課

4142 14
49常任委員会会議録　総務・企画
商工・厚生

２月定例会　厚生委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 3.13
議会事務局議事
課

4143 1
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

６月定例会　農林水産委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 7.24
議会事務局議事
課

4143 2
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

９月定例会　農林水産委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.10. 8
議会事務局議事
課

4143 3
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

11月定例会　農林水産委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12. 6
議会事務局議事
課

452 ページ



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

4143 4
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

２月定例会　農林水産委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 3.12
議会事務局議事
課

4143 5
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

６月定例会　建設委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 7.24
議会事務局議事
課

4143 6
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

11月定例会　建設委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12. 7
議会事務局議事
課

4143 7
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

９月定例会　建設委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.10. 8
議会事務局議事
課

4143 8
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

２月定例会　建設委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 3.12
議会事務局議事
課

4143 9
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

６月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 7.24
議会事務局議事
課

4143 10
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

９月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.10. 7
議会事務局議事
課

4143 11
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

11月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12. 6
議会事務局議事
課

4143 12
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

２月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 3.12
議会事務局議事
課

4143 13
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

６月定例会　文教警察委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 6.10
議会事務局議事
課

4143 14
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

６月定例会　文教警察委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49. 7.23
議会事務局議事
課

4143 15
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

９月定例会　文教警察委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.10. 8
議会事務局議事
課

4143 16
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

11月定例会　文教警察委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12. 6
議会事務局議事
課

4143 17
49常任委員会会議録　農林水産・
建設・商工文教・労働警察

２月定例会　労働企業委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 3.12
議会事務局議事
課

4144 1
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

６月定例会　総務委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 5
議会事務局議事
課

4144 2
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

９月定例会　総務委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.10. 7
議会事務局議事
課

4144 3
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

11月定例会　総務委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12. 9
議会事務局議事
課

4144 4
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

２月定例会　総務委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 3.18
議会事務局議事
課

4144 5
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

６月定例会　環境企業委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 5
議会事務局議事
課

4144 6
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

９月定例会　環境企業委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.10. 7
議会事務局議事
課

4144 7
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

11月定例会　環境企業委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12. 9
議会事務局議事
課
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4144 8
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

２月定例会　環境企業委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 3.18
議会事務局議事
課

4144 9
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

６月定例会　厚生委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 5
議会事務局議事
課

4144 10
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

９月定例会　厚生委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.10. 7
議会事務局議事
課

4144 11
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

11月定例会　厚生委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12. 8
議会事務局議事
課

4144 12
50常任委員会会議録　総務・環境
企業・厚生

２月定例会　厚生委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 3.17
議会事務局議事
課

4145 1
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

６月定例会　農林水産委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 5
議会事務局議事
課

4145 2
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

９月定例会　農林水産委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.10. 8
議会事務局議事
課

4145 3
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

11月定例会　農林水産委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12. 9
議会事務局議事
課

4145 4
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

２月定例会　農林水産委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 3.18
議会事務局議事
課

4145 5
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

６月定例会　建設委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 5
議会事務局議事
課

4145 6
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

９月定例会　建設委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.10. 7
議会事務局議事
課

4145 7
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

11月定例会　建設委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12. 9
議会事務局議事
課

4145 8
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

２月定例会　建設委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 3.18
議会事務局議事
課

4145 9
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

６月定例会　商工文教委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 5
議会事務局議事
課

4145 10
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

９月定例会　商工文教委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.10. 7
議会事務局議事
課

4145 11
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

11月定例会　商工文教委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12. 9
議会事務局議事
課

4145 12
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

２月定例会　商工文教委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 3.17
議会事務局議事
課

4145 13
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

６月定例会　労働警察委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50. 7. 4
議会事務局議事
課

4145 14
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

９月定例会　労働警察委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.10. 7
議会事務局議事
課

4145 15
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

11月定例会　労働警察委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12. 8
議会事務局議事
課

4145 16
50常任委員会会議録　農林水産・
建設・労働企業・文教警察

２月定例会　労働警察委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 3.17
議会事務局議事
課
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4146 1 46決算特別委員会会議録
出納事務局、監査委員会、人事委員会、議会決事
務局決算特別委員会会議録

昭和４６年度 (施)昭46.12.14 議事課

4146 2 46決算特別委員会会議録 土木部決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12.15 議事課

4146 3 46決算特別委員会会議録 農林水産部決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12.16 議事課

4146 4 46決算特別委員会会議録 企画調整部決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12.20 議事課

4146 5 46決算特別委員会会議録 民生部関係決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12.21 議事課

4146 6 46決算特別委員会会議録 職業対策部決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12.21 議事課

4146 7 46決算特別委員会会議録 衛生部関係決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12.22 議事課

4146 8 46決算特別委員会会議録 地方労働委員会決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭46.12.22 議事課

4146 9 46決算特別委員会会議録 商工部関係決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 1.13 議事課

4146 10 46決算特別委員会会議録 企業局関係決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 1.13 議事課

4146 11 46決算特別委員会会議録 農地部決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 1.14 議事課

4146 12 46決算特別委員会会議録 公安委員会関係決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 1.14 議事課

4146 13 46決算特別委員会会議録 教育委員会決算特別委員会会議録 昭和４６年度 (施)昭47. 1.18 議事課

4146 14 46決算特別委員会会議録
総務部、選挙管理委員会、総合、議会決算特別委
員会会議録

昭和４６年度 (施)昭47. 1.25 議事課

4147 1 47決算特別委員会会議録
出納事務局、監査委員会、人事委員会、議会事務
局決算特別委員会会議録

昭和４７年度 (施)昭47.12. 1 議事課

4147 2 47決算特別委員会会議録 土木部決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.22 議事課

4147 3 47決算特別委員会会議録 農林水産部決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭47.12.25 議事課

4147 4 47決算特別委員会会議録 企画調整部決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1. 9 議事課

4147 5 47決算特別委員会会議録 衛生部決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1. 8 議事課

4147 6 47決算特別委員会会議録 企業局決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1. 9 議事課

4147 7 47決算特別委員会会議録 商工部決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.17 議事課
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4147 8 47決算特別委員会会議録 職業対策部決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.17 議事課

4147 9 47決算特別委員会会議録 教育・公安決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.18 議事課

4147 10 47決算特別委員会会議録 衛生部、民生部決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.19 議事課

4147 11 47決算特別委員会会議録 農地部決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.30 議事課

4147 12 47決算特別委員会会議録 地方労働委員会決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.30 議事課

4147 13 47決算特別委員会会議録 総務部、選挙管理委員会決算特別委員会会議録 昭和４７年度 (施)昭48. 1.31 議事課

4148 1 48決算特別委員会会議録 総務部、選挙管理委員会決算特別委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 1.22 議事課

4148 2 48決算特別委員会会議録
企画調整部、地方労働委員会決算特別委員会会議
録

昭和４８年度 (施)昭48.10.29 議事課

4148 3 48決算特別委員会会議録 衛生部関係決算特別委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12.14 議事課

4148 4 48決算特別委員会会議録 民生部、職業対策部決算特別委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12.20 議事課

4148 5 48決算特別委員会会議録 商工部決算特別委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12.25 議事課

4148 6 48決算特別委員会会議録 農林水産部決算特別委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 1.10 議事課

4148 7 48決算特別委員会会議録 土木部関係決算特別委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭49. 1. 9 議事課

4148 8 48決算特別委員会会議録
出納事務局、監査委員会、人事委員会、議会事務
局決算特別委員会会議録

昭和４８年度 (施)昭48.12.10 議事課

4148 9 48決算特別委員会会議録 教育委員会、農地部決算特別委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12.21 議事課

4148 10 48決算特別委員会会議録 公安委員会関係決算特別委員会会議録 昭和４８年度 (施)昭48.12.25 議事課

4148 11 48決算特別委員会会議録
病院会計決算、企業局関係決算３件決算特別委員
会会議録

昭和４８年度 (施)昭48.11. 9 議事課

4148 12 48決算特別委員会会議録
県病、工水、水道、宅地関係決算特別委員会会議
録

昭和４８年度 (施)昭48.11.26 議事課

4149 1 49決算特別委員会会議録 教育委員会決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 1. 9 議事課

4149 2 49決算特別委員会会議録
総務部および選挙管理委員会決算特別委員会会議
録

昭和４９年度 (施)昭50. 1.10 議事課

4149 3 49決算特別委員会会議録 昭和48年度農地部決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭50. 1. 9 議事課
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4149 4 49決算特別委員会会議録 企画調整部関係決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.23 議事課

4149 5 49決算特別委員会会議録 職業対策部決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.20 議事課

4149 6 49決算特別委員会会議録 商工部関係決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.24 議事課

4149 7 49決算特別委員会会議録 昭和48年度土木部決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.25 議事課

4149 8 49決算特別委員会会議録 公安委員会決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.24 議事課

4149 9 49決算特別委員会会議録 地方労働委員会決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.23 議事課

4149 10 49決算特別委員会会議録 民生部関係決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.20 議事課

4149 11 49決算特別委員会会議録 農林水産部関係決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.19 議事課

4149 12 49決算特別委員会会議録 衛生部関係決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.12.16 議事課

4149 13 49決算特別委員会会議録
出納事務局、監査委員会、人事委員会、議会事務
局決算特別委員会会議録

昭和４９年度 (施)昭49.12.13 議事課

4149 14 49決算特別委員会会議録 企業会計４件決算特別委員会会議録 昭和４９年度 (施)昭49.11.16 議事課

4150 1 50決算特別委員会会議録 昭和49年度企業会計分決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.11.13 議事課

4150 2 50決算特別委員会会議録
監査委員審査意見、出納事務局、監査委員会、人
事委員会、議会事務局決算特別委員会会議録

昭和５０年度 (施)昭50.12.22 議事課

4150 3 50決算特別委員会会議録 衛生部関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12.23 議事課

4150 4 50決算特別委員会会議録 民生部関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12.24 議事課

4150 5 50決算特別委員会会議録 労働部関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭50.12.24 議事課

4150 6 50決算特別委員会会議録 農林水産部関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1. 8 議事課

4150 7 50決算特別委員会会議録 地方労働委員会関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1. 8 議事課

4150 8 50決算特別委員会会議録 教育委員会関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1. 9 議事課

4150 9 50決算特別委員会会議録 土木部決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1.13 議事課

4150 10 50決算特別委員会会議録 商工部関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1.14 議事課
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4150 11 50決算特別委員会会議録 都市住宅部関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1.14 議事課

4150 12 50決算特別委員会会議録 生活環境部決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1.19 議事課

4150 13 50決算特別委員会会議録 公安委員会関係決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1.20 議事課

4150 14 50決算特別委員会会議録
総務部、選挙管理委員会関係決算特別委員会会議
録

昭和５０年度 (施)昭51. 1.20 議事課

4150 15 50決算特別委員会会議録 農地森林部（討論、採択）決算特別委員会会議録 昭和５０年度 (施)昭51. 1.27 議事課

4151 1
静岡県歳入歳出決算書（昭和49年
度　昭和50年度）

昭和49年度　静岡県歳入歳出決算書 静岡県議会

4151 2
静岡県歳入歳出決算書（昭和49年
度　昭和50年度）

昭和50年度　静岡県歳入歳出決算書 静岡県議会

4152 1 放射線装置等の許可に関する報告 放射性同位元素の使用の許可について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.15
(決)昭52. 6.16
(施)昭52. 6.17

医務課

4152 2 放射線装置等の許可に関する報告
診療用高エネルギー放射線発生装置設置の許可に
関する報告について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.16
(決)昭52. 5.17
(施)昭52. 5.17

医務課

4152 3 放射線装置等の許可に関する報告
放射性同位元素等の許可使用に係る変更の許可に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7. 6
(施)昭52. 7. 7

医務課

4152 4 放射線装置等の許可に関する報告
診療用放射線照射器具の変更の許可に関する報告
について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.30
(決)昭52. 5.31
(施)昭52. 5.31

医務課

4152 5 放射線装置等の許可に関する報告 診療用放射性同位元素備付届 昭和５２年度 (収)昭52. 5.27 県立こども病院

4152 6 放射線装置等の許可に関する報告
静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５１年度 (収)昭51. 7.24
静岡県原子力発
電所環境安全協
議会会長

4152 7 放射線装置等の許可に関する報告
発電用施設周辺地域整備計画事業に係る打合会に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51.11.15 水対策調整課長

4152 8 放射線装置等の許可に関する報告
静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５１年度 (収)昭52. 1.11
静岡県原子力発
電所環境安全協
議会会長

4152 9 放射線装置等の許可に関する報告 復命書 昭和５０年度 (起)昭50.12.11 医務課

4152 10 放射線装置等の許可に関する報告
原子力災害対策計画実施要領（案）の検討につい
て

昭和５０年度 (収)昭50. 6.14 総務部長

4152 11 放射線装置等の許可に関する報告
静岡県原子力災害対策計画実施要領について（通
知）

昭和５０年度 (収)昭51. 3.11 総務部長

4152 12 放射線装置等の許可に関する報告
静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５０年度 (収)昭50. 7.23
静岡県原子力発
電所環境安全協
議会会長

4153 1 災害関係綴・台風
伊豆大島近海地震による環境衛生関係営業の被害
状況について

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 3
(決)昭53. 2. 3
(施)昭53. 2. 3

環境衛生課
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4153 2 災害関係綴・台風
台風第17号関係下による環境衛生関係営業者の被
害状況について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.28
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.29

環境衛生課

4153 3 災害関係綴・台風
昭和51年７月11日伊豆半島を中心とする静岡地方
の大雨による環境衛生関係営業の被害状況につい
て

昭和５１年度 (起)昭51. 7.22 環境衛生課

4153 4 災害関係綴・台風
「台風８号及び梅雨前線による大雨」による被害
状況について

昭和４９年度 (起)昭49. 7.15 環境衛生課

4153 5 災害関係綴・台風 伊豆半島沖地震の被害状況報告について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.21
(決)昭49. 5.21
(施)昭49. 5.21

環境衛生課

4154 1 旅館業法第８条行政処分 旅館業法第９条に基づく聴聞について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 8
(決)昭47. 3.15
(施)昭47. 3.15

公衆衛生課

4154 2 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定による処分結果について
（供覧）

昭和４７年度 (起)昭47. 8. 7 公衆衛生課

4154 3 旅館業法第８条行政処分 旅館業法第８条第３項該当者の通報について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 1
(決)昭49. 6. 1
(施)昭49. 6. 3

環境衛生課

4154 4 旅館業法第８条行政処分 旅館業法第８条第３項該当者の通報について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.13
(決)昭49. 5.14

環境衛生課

4154 5 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分の理由と
なる犯罪の検挙通報について

昭和５０年度
(起)昭50. 8.18
(決)昭50. 8.20
(施)昭50. 8.20

環境衛生課

4154 6 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分の理由と
なる犯罪の検挙通報について

昭和５０年度
(起)昭50.11.18
(決)昭50.11.19
(施)昭50.11.19

環境衛生課

4154 7 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分について
（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.12.18
(決)昭50.12.22
(施)昭50.12.22

環境衛生課

4154 8 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条に基づく行政処分の理由となる犯
罪の検挙通報について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.19
(決)昭51. 3.19
(施)昭51. 3.19

環境衛生課

4154 9 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分の理由と
なる犯罪の検挙通報について

昭和５１年度
(起)昭51.12.15
(決)昭51.12.16
(施)昭51.12.16

環境衛生課

4154 10 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分について
（通知）

昭和５１年度
(起)昭52. 1.18
(決)昭52. 1.20
(施)昭52. 1.20

環境衛生課

4154 11 旅館業法第８条行政処分 旅館業法第８条に基づく処分について（回答） 昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7. 9
(施)昭52. 7. 9

環境衛生課

4154 12 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定による行政処分について
（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 7.28
(施)昭52. 7.28

環境衛生課

4154 13 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条に基づく行政処分の理由となる犯
罪の検挙通報について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 7.28
(施)昭52. 7.28

環境衛生課

4154 14 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定による行政処分について
（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.27
(決)昭52. 9.30
(施)昭52. 9.30

環境衛生課

4154 15 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条に基づく行政処分の理由となる犯
罪の検挙通報について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52.11.22
(決)昭52.11.25
(施)昭52.11.25

環境衛生課

4154 16 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分について
（通知）

昭和５２年度
(起)昭52.12.22
(決)昭52.12.28
(施)昭52.12.28

環境衛生課
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4154 17 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条に基づく行政処分の理由となる犯
罪の検挙通報について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52.12.12
(決)昭52.12.12
(施)昭52.12.12

環境衛生課

4154 18 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定による行政処分について
（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 8
(決)昭53. 4.11
(施)昭53. 4.11

環境衛生課

4154 19 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条に基づく行政処分の理由となる犯
罪の検挙通報について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 6
(決)昭53.10. 9

環境衛生課

4154 20 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定による行政処分について
（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.10.16
(決)昭53.10.17
(施)昭53.10.17

環境衛生課

4154 21 旅館業法第８条行政処分 事実調書 昭和４９年度 (起)昭49.12.19 環境衛生課

4154 22 旅館業法第８条行政処分 旅館業法第３条違反行為について 昭和４３年度 (起)昭44. 3. 5 環境衛生課

4154 23 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条に基づく行政処分の理由となる犯
罪の検挙通報について（通知）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.27
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

環境衛生課

4154 24 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定による行政処分について
（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 9
(決)昭54. 4.10
(施)昭54. 4.10

環境衛生課

4154 25 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条に基づく行政処分の理由となる犯
罪の検挙通報について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 2
(決)昭54. 5. 7
(施)昭54. 5. 7

環境衛生課

4154 26 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分について
（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.13
(決)昭54. 6.14
(施)昭54. 6.14

環境衛生課

4154 27 旅館業法第８条行政処分 旅館業法第８条の規定に基づく行政処分について 昭和５４年度
(起)昭54.11.28
(決)昭54.11.29
(施)昭54.11.29

環境衛生課

4154 28 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分の理由と
なる犯罪の検挙通報について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54.10.23
(決)昭54.10.30
(施)昭54.10.30

環境衛生課

4154 29 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分について
（回報）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.22
(施)昭56. 9.22

環境衛生課

4154 30 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分の理由と
なる犯罪の検挙通報について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.11
(決)昭56. 8.11
(施)昭56. 8.11

環境衛生課

4154 31 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分の理由と
なる犯罪の検挙通報について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.13
(決)昭57. 7.14
(施)昭57. 7.15

環境衛生課

4154 32 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分について
（回報）

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 8
(決)昭57. 9.13
(施)昭57. 9.20

環境衛生課

4154 33 旅館業法第８条行政処分 旅館業法第８条の規定に基づく行政処分について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2
(施)昭59. 4. 2

環境衛生課

4154 34 旅館業法第８条行政処分
旅館業法第８条の規定に基づく行政処分の理由と
なる犯罪の検挙通報について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.16
(決)昭59. 3.16
(施)昭59. 3.16

環境衛生課

4155 1 土地改良施設実態調査 昭和50年度、昭和51年度土地改良施設実態調査 昭和５０年度 農地企画課

4156 1 集落土地利用動向調査
昭和53年度農業基盤整備水準設定調査（農業集落
土地利用動向調査）の成果品の提出について

昭和５３年度 農地企画課

4157 1 農用地開発可能地分級調査 昭和51年度農用地開発可能地分級調査 昭和５１年度 農地企画課
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4158 1 表彰関係綴
昭和51年秋の叙勲候補者の推せんについて（報
告）

昭和５１年度 (起)昭51. 4.22 畜産課

4158 2 表彰関係綴 叙勲対象者数の調査について 昭和５０年度
(起)昭50.12.10
(決)昭50.12.20
(施)昭50.12.20

畜産課

4158 3 表彰関係綴
昭和51年春の叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和５０年度 (起)昭50.11.12 畜産課

4158 4 表彰関係綴 昭和50年秋の叙勲資料の提出について 昭和５０年度 (起)昭50. 6.21 畜産課

4158 5 表彰関係綴 昭和50年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５０年度
(起)昭50. 4.30
(決)昭50. 4.30
(施)昭50. 4.30

畜産課

4158 6 表彰関係綴 昭和50年死亡者叙勲候補者について 昭和４９年度 (起)昭49.12.17 畜産課

4158 7 表彰関係綴 昭和50年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４９年度 (起)昭49.11.14 畜産課

4158 8 表彰関係綴 昭和49年秋の叙勲候補者について 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 2
(決)昭49. 5. 2

畜産課

4158 9 表彰関係綴 春秋叙勲候補者の調査について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.10
(施)昭49. 4.13

畜産課

4158 10 表彰関係綴 身分調書ならびに戸籍抄本の交付について 昭和４８年度 (起)昭48.12.17 畜産課

4158 11 表彰関係綴 昭和48年秋の叙勲候補者について 昭和４８年度 (起)昭48.12.19 畜産課

4158 12 表彰関係綴 昭和49年春の叙勲候補者について 昭和４８年度 (起)昭48.11.20 畜産課

4158 13 表彰関係綴
昭和48年秋の叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和４８年度 (起)昭48. 5.29 畜産課

4158 14 表彰関係綴
昭和48年春の叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和４７年度 (起)昭47.11.29 畜産課

4158 15 表彰関係綴 昭和48年秋の叙勲資料について 昭和４８年度 (起)昭48. 6.18 畜産課

4158 16 表彰関係綴
昭和47年秋の叙勲候補者功績調書等について（伺
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.15 畜産課

4158 17 表彰関係綴 昭和47年秋の叙勲候補者について（回答） 昭和４７年度 (起)昭47. 6. 3 畜産課

4158 18 表彰関係綴
昭和46年秋の叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和４６年度 (起)昭46. 6. 8 畜産課

4159 1 知事表彰、永年勤続 永年勤続職員の調査について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.20 畜産課

4159 2 知事表彰、永年勤続 永年勤続（24年、49歳以上）職員の調査について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 7. 2
(施)昭54. 7. 2

畜産課

4159 3 知事表彰、永年勤続 永年勤続職員の内申について 昭和５３年度 (起)昭53. 7.14 畜産課
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4159 4 知事表彰、永年勤続 永年勤続（24年、49歳以上）職員の調査について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.29
(決)昭53. 6.29
(施)昭53. 6.29

畜産課

4159 5 知事表彰、永年勤続 永年勤続職員の表彰について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.21
(決)昭52. 7.21
(施)昭52. 7.21

畜産課

4159 6 知事表彰、永年勤続
永年勤続（勤続25年以上、50歳以上）表彰職員に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7. 5
(施)昭52. 7. 5

畜産課

4159 7 知事表彰、永年勤続 永年勤続職員の表彰について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.28 畜産課

4159 8 知事表彰、永年勤続 永年勤続職員の表彰について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.14
(決)昭49. 8.15

畜産課

4159 9 知事表彰、永年勤続 永年勤続職員の表彰について 昭和４８年度 (起)昭48. 8. 7 畜産課

4159 10 知事表彰、永年勤続 永年勤続職員の表彰について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.19 畜産課

4160 1
静清広域都市計画　復興土地区画
整理事業鷹匠工区換地計画書

静清広域都市計画事業復興土地区画整理事業鷹匠
工区の換地計画の認可について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 8.11 計画課

4161 1
磐南広域都市計画　駅前土地区画
整理事業換地計画書

磐南広域都市計画事業駅前土地区画整理事業の換
地計画の認可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.11.16
(決)昭51.11.18

都市住宅部都市
計画課

4162 1
高島高沢工区換地計画書（その
１）　沼津市

東駿河湾広域都市計画事業復興土地区画整理事業
の換地計画認可について（伺い）

昭和５１年度
都市住宅部都市
計画課

4163 1
高島高沢工区換地計画書（その
２）　沼津市

高島高沢工区換地計画書（その２）　沼津市 昭和５１年度
都市住宅部都市
計画課

4164 1
高島高沢工区換地計画書（その
３）　沼津市

高島高沢工区換地計画書（その３）　沼津市 昭和５１年度 計画課

4165 1
高島高沢工区換地計画書（その
４）　沼津市

高島高沢工区換地計画書（その４）　沼津市 昭和５１年度 計画課

4166 1
高島高沢工区換地計画書（その
５）　沼津市

高島高沢工区換地計画書（その５）　沼津市 昭和５１年度 計画課

4167 1
静清広域都市計画事業復興土地区
画整理事業設計概要の変更認可

静清広域都市計画事業復興土地区画整理事業にか
かる設計の概要の変更認可について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 2.26
(施)昭51. 3. 5

計画課

4168 1
藤枝市藤枝駅前西土地区画整理事
業設計概要認可

志太広域都市計画事業藤枝駅前西土地区画整理事
業の設計の概要の認可について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.12
(施)昭51. 1.14

計画課

4169 1 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和４４年度 (起)昭44. 5. 2 団体検査課

4169 2 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和４３年度 (起)昭43. 6. 5 団体検査課

4169 3 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和４４年度 (起)昭44. 5.16 団体検査課

4169 4 裾野町森林組合合併関係綴 裾野町森林組合の合併財務検査の実施について 昭和４４年度 (起)昭44. 4.17 団体検査課

4169 5 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和４４年度 (起)昭44. 4.24 団体検査課
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4169 6 裾野町森林組合合併関係綴 森林組合の合併推進について（通知） 昭和４１年度
(起)昭41.12.22
(施)昭41.12.24

林政課

4169 7 裾野町森林組合合併関係綴 森林組合合併推進状況報告について 昭和４１年度
(起)昭41.12. 2
(施)昭41.12. 6

林政課

4169 8 裾野町森林組合合併関係綴 昭和41年度森林組合再編成の実施について合併 昭和４１年度
(起)昭41. 5. 4
(決)昭41. 5.14

林政課

4169 9 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和３８年度 (起)昭38. 6.20 林政課

4169 10 裾野町森林組合合併関係綴 森林組合合併促進について 昭和３７年度
(起)昭38. 3.15
(決)昭38. 3.15
(施)昭38. 3.16

林政課

4169 11 裾野町森林組合合併関係綴 裾野町森林組合の合併指導について（伺い） 昭和３７年度
(起)昭38. 3.14
(決)昭38. 3.15

林政課

4169 12 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和４３年度 (起)昭43.12.20 林政課

4169 13 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和４３年度 (起)昭43.12. 5 林政課

4169 14 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和４３年度 (起)昭44. 3. 5 林政課

4169 15 裾野町森林組合合併関係綴 林構予備指定に関する県係官の派遣申請について 昭和４４年度 (起)昭44. 8.11 団体検査課

4169 16 裾野町森林組合合併関係綴 復命書 昭和４４年度 (起)昭44. 4.16 団体検査課

4170 1 50～52発生災害
昭和50年発生新規荒廃地復旧計画書の年間総括表
の提出について

昭和５０年度 (起)昭51. 1. 5 治山課

4170 2 50～52発生災害
昭和51年発生新規荒廃地復旧計画書の年間総括表
の提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 4
(決)昭52. 1. 5

治山課

4170 3 50～52発生災害
昭和52年発生新規荒廃地復旧計画書の年間総括表
の提出について

昭和５２年度
(起)昭52.12. 2
(決)昭52.12. 5
(施)昭52.12. 5

治山課

4171 1 地下水位年表　昭和50年 地下水位年表　第２回　昭和50年 昭和５０年度 建設省河川局

4172 1 雨量・水位年表　昭和47年 雨量・水位年表　昭和47年 昭和４７年度 河川課

4173 1 雨量・水位年表　昭和48年 雨量・水位年表　昭和48年 昭和４８年度 河川課

4174 1 雨量・水位年表　昭和49年 雨量・水位年表　昭和49年 昭和４９年度 河川課

4175 1 雨量・水位年表　昭和50年 雨量・水位年表　昭和50年 昭和５０年度 河川課

4176 1 雨量年表　昭和46年 雨量年表　第19回昭和46年 昭和４６年度 建設省河川局

4177 1 雨量年表　昭和47年 雨量年表　第20回昭和47年 昭和４７年度 建設省河川局
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4178 1 雨量年表　昭和48年 雨量年表　第21回昭和48年 昭和４８年度 建設省河川局

4179 1 雨量年表　昭和49年 雨量年表　第22回昭和49年 昭和４９年度 建設省河川局

4180 1 雨量年表　昭和50年 雨量年表　第23回昭和50年 昭和５０年度 建設省河川局

4181 1 銃猟禁止区域綴 事務連絡 昭和５０年度 (収)昭50. 7.17 沼津林業事務所

4181 2 銃猟禁止区域綴 銃猟禁止区域の設定について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50.10.21
(決)昭50.10.27
(施)昭50.10.31

自然保護課

4181 3 銃猟禁止区域綴 観音山銃猟禁止区域の変更について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50.10.21
(決)昭50.10.27
(施)昭50.10.31

自然保護課

4181 4 銃猟禁止区域綴 観音山銃猟禁止区域の変更について 昭和５０年度 (収)昭50. 9.16 東京営林局長

4181 5 銃猟禁止区域綴 観音山銃猟禁止区域の変更について（協議） 昭和５０年度
(起)昭50. 8.14
(決)昭50. 8.15
(施)昭50. 8.15

自然保護課

4181 6 銃猟禁止区域綴 湖西市大知波銃猟禁止区域の設定について 昭和５０年度 (収)昭50. 9.25 東京営林局長

4181 7 銃猟禁止区域綴
湖西市大知波銃猟禁止区域の設定について（協
議）

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 4
(決)昭50. 8. 7
(施)昭50. 8. 8

自然保護課

4181 8 銃猟禁止区域綴
浜松市舞阪町南部海岸一帯銃猟禁止区域の期間更
新について

昭和５０年度 (収)昭50. 7. 8 浜松営林署長

4181 9 銃猟禁止区域綴
浜松市舞阪町南部海岸一帯銃猟禁止区域の期間更
新について（協議）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.20
(施)昭50. 6.20

自然保護課

4182 1 鳥獣保護区関係綴 鳥獣保護区の設定について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.10.18
(施)昭46.10.26

林政課

4182 2 鳥獣保護区関係綴 鳥獣保護区設定申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.28
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 1

林政課

4182 3 鳥獣保護区関係綴
鳥獣保護区の区域拡大及び期間変更について（伺
い）

昭和４６年度
(起)昭46.10.18
(施)昭46.10.26

林政課

4182 4 鳥獣保護区関係綴 鳥獣保護区の区域拡大及び期間変更申請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.28
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 1

林政課

4182 5 鳥獣保護区関係綴 鳥獣保護区設定公聴会の結果について 昭和４６年度 (起)昭46. 9.14 林政課

4182 6 鳥獣保護区関係綴
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 7.21
(決)昭46. 7.21
(施)昭46. 7.28

林政課

4182 7 鳥獣保護区関係綴 公聴会議長の指名について（伺い） 昭和４６年度 (起)昭46. 7.26 林政課

4182 8 鳥獣保護区関係綴
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 7.27
(決)昭46. 7.27
(施)昭46. 8. 4

林政課

4182 9 鳥獣保護区関係綴 公聴会議長の指名について（伺い） 昭和４６年度 (起)昭46. 8.14 林政課
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4182 10 鳥獣保護区関係綴
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 7
(施)昭46. 8.14

林政課

4183 1 国設鳥獣保護区設定関係　No.１ 国設愛鷹山鳥獣保護区設定同意書の送付について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.17 森林保護課

4183 2 国設鳥獣保護区設定関係　No.１ 国設愛鷹山鳥獣保護区設定計画書の提出について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.27
(決)昭47. 6.30
(施)昭47. 6.30

森林保護課

4183 3 国設鳥獣保護区設定関係　No.１ 国設鳥獣保護区設定協議について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 3
(決)昭47. 7. 4
(施)昭47. 7. 4

森林保護課

4183 4 国設鳥獣保護区設定関係　No.１
国設鳥獣保護区設定等についての意見書の提出に
ついて（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.26
(決)昭47. 8.29
(施)昭47. 8.29

森林保護課

4183 5 国設鳥獣保護区設定関係　No.１
国設愛鷹山鳥獣保護区設定公聴会開催について
（通知）

昭和４７年度 (起)昭47. 8.16 森林保護課

4183 6 国設鳥獣保護区設定関係　No.１ 国設愛鷹山鳥獣保護区の設定について 昭和４７年度
(起)昭47.11.10
(決)昭47.11.10
(施)昭47.11.10

森林保護課

4183 7 国設鳥獣保護区設定関係　No.１ 国設鳥獣保護区施設整備５カ年計画について 昭和４７年度
(起)昭47.11.11
(決)昭47.11.11
(施)昭47.11.11

森林保護課

4183 8 国設鳥獣保護区設定関係　No.１ 国設鳥獣保護区施設整備５カ年計画について 昭和４７年度
(起)昭47.10.28
(決)昭47.11. 1
(施)昭47.11. 1

森林保護課

4183 9 国設鳥獣保護区設定関係　No.１
昭和47年度国設鳥獣保護区設備整備事業の実施報
告について

昭和４８年度
(起)昭48. 4.23
(施)昭48. 4.28

森林保護課

4184 1 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
国設富士山南鳥獣保護区特別保護地区指定計画書
の提出について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.21
(決)昭48. 5.22
(施)昭48. 5.22

森林保護課

4184 2 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
国設富士山南鳥獣保護区特別保護地区指定につい
て（協議）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.21
(決)昭48. 5.22
(施)昭48. 5.22

森林保護課

4184 3 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
国設（大代、富士山南）鳥獣保護区の期間更新に
ついて（協議）

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 8
(決)昭48. 5. 8
(施)昭48. 5.22

森林保護課

4184 4 国設鳥獣保護区設定関係　No.２ 国設鳥獣保護区の存続期間更新について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.25
(施)昭48. 5.26

森林保護課

4184 5 国設鳥獣保護区設定関係　No.２ 富士山南鳥獣保護区特別保護地区指定について 昭和４８年度
(起)昭48.10.30
(決)昭48.11. 2
(施)昭48.11. 2

森林保護課

4184 6 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
国設富士山南、大代鳥獣保護区の期間更新につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.11. 9
(決)昭48.11.10
(施)昭48.11.10

森林保護課

4184 7 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
東海自然歩道竜山鳥獣保護区の設定について（協
議）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.11
(決)昭48. 7.11
(施)昭48. 7.11

森林保護課

4184 8 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
東海自然歩道川根鳥獣保護区の設定について（協
議）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.26
(決)昭48. 7.26
(施)昭48. 7.26

森林保護課

4184 9 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
国設富士山南、大代鳥獣保護区の期間更新につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 8.29
(決)昭48. 9. 3
(施)昭48. 9. 3

森林保護課

4184 10 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
国設富士山南鳥獣保護区特別保護地区指定公聴会
開催について（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 9. 3
(決)昭48. 9. 5
(施)昭48. 9. 5

森林保護課

4184 11 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
国設鳥獣保護区設定等についての意見書の提出に
ついて（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 9. 3
(決)昭48. 9.10
(施)昭48. 9.10

森林保護課
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4184 12 国設鳥獣保護区設定関係　No.２
昭和48年度国設鳥獣保護区施設整備事業について
（報告）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.23
(決)昭49. 3.25
(施)昭49. 3.25

森林保護課

4185 1 国設鳥獣保護区設定関係　No.３
国設鳥獣保護区設定打合せ会開催について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.11
(決)昭49. 3.12
(施)昭49. 3.12

森林保護課

4185 2 国設鳥獣保護区設定関係　No.３
国設千頭、水窪鳥獣保護区設定計画書の提出につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4. 8
(施)昭49. 4. 9

森林保護課

4185 3 国設鳥獣保護区設定関係　No.３
国設千頭、水窪鳥獣保護区の設定について（協
議）

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4. 8
(施)昭49. 4. 9

森林保護課

4185 4 国設鳥獣保護区設定関係　No.３ 国設鳥獣保護区設定等について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.16
(決)昭49. 5.17
(施)昭49. 5.17

森林保護課

4185 5 国設鳥獣保護区設定関係　No.３ 国設鳥獣保護区設定等についての意見書 昭和４９年度
(起)昭49. 5.17
(決)昭49. 5.20
(施)昭49. 5.21

森林保護課

4185 6 国設鳥獣保護区設定関係　No.３ 国設千頭、水窪鳥獣保護区の設定等について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.30
(決)昭49. 6. 1
(施)昭49. 6. 1

森林保護課

4185 7 国設鳥獣保護区設定関係　No.３ 国設鳥獣保護区設定等について 昭和４９年度
(起)昭49.10.30
(決)昭49.10.31
(施)昭49.10.31

森林保護課

4185 8 国設鳥獣保護区設定関係　No.３
昭和49年度国設鳥獣保護区設備整備事業について
（報告）

昭和４９年度
(起)昭49.12.19
(決)昭49.12.20
(施)昭49.12.20

森林保護課

4185 9 国設鳥獣保護区設定関係　No.３
昭和49年度国設鳥獣保護区設備整備事業施行につ
いて（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.10. 9
(決)昭49.10.13
(施)昭49.10.15

森林保護課

4185 10 国設鳥獣保護区設定関係　No.３ 昭和49年度国設鳥獣保護区の管理員について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.18
(決)昭49. 6.21
(施)昭49. 6.22

森林保護課

4185 11 国設鳥獣保護区設定関係　No.３
昭和49年度国設鳥獣保護区管理員実績報告書につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 4.10
(施)昭50. 4.11

自然保護課

4185 12 国設鳥獣保護区設定関係　No.３ 国設鳥獣保護区等の管理について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 4
(決)昭50. 6. 5
(施)昭50. 6. 5

自然保護課

4185 13 国設鳥獣保護区設定関係　No.３ 国設鳥獣保護区施設整備について（報告） 昭和５０年度
(起)昭50. 6.27
(決)昭50. 6.30
(施)昭50. 6.30

自然保護課

4185 14 国設鳥獣保護区設定関係　No.３ 国設鳥獣保護区施設整備について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.30
(決)昭50. 5.31
(施)昭50. 6. 2

自然保護課

4186 1 48銃猟禁止区域設定関係 銃猟禁止区域の設定について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10.11
(施)昭48.10.16

森林保護課

4187 1 49銃猟禁止区域設定関係
富士宮市西富士地区の禁猟区指定を早急に（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49.10.19
(決)昭49.10.21
(施)昭49.10.21

森林保護課

4187 2 49銃猟禁止区域設定関係 銃猟禁止区域の設定について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.10.16
(決)昭49.10.22
(施)昭49.10.26

森林保護課

4187 3 49銃猟禁止区域設定関係 銃猟禁止区域の設定について（協議） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.17
(決)昭49. 9.18
(施)昭49. 9.18

森林保護課

4188 1 休猟区銃猟禁止区域設定関係
大井川河口銃猟禁止区域案内板、標柱の土地占用
廃止届について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.11.16
(決)昭51.11.16
(施)昭51.11.16

自然保護課

4188 2 休猟区銃猟禁止区域設定関係
大井川河口銃猟禁止区域に同区域案内板を設置す
ることについて

昭和４６年度
(起)昭46.12. 1
(決)昭46.12. 1
(施)昭46.12. 1

林政課
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4188 3 休猟区銃猟禁止区域設定関係
大井川河口銃猟禁止区域に同区域案内板を設置す
ることについて（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.11.20
(決)昭46.11.20
(施)昭46.11.20

林政課

4188 4 休猟区銃猟禁止区域設定関係
大井川河口銃猟禁止区域のうち大井川河川敷及び
海岸保全区域に標柱を設置することについて

昭和４６年度
(起)昭46.11. 2
(決)昭46.11. 2
(施)昭46.11. 4

林政課

4188 5 休猟区銃猟禁止区域設定関係
大井川河口銃猟禁止区域に標識を設置することに
ついて（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.10.21
(決)昭46.10.21
(施)昭46.10.21

林政課

4188 6 休猟区銃猟禁止区域設定関係 休猟区の設定について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.29
(施)昭46.10. 5

林政課

4188 7 休猟区銃猟禁止区域設定関係 銃猟禁止区域の設定について（伺い） 昭和４６年度 (起)昭46.10. 2 林政課

4188 8 休猟区銃猟禁止区域設定関係 銃猟禁止区域の追加設定について 昭和４６年度
(起)昭46.10.16
(決)昭46.10.18

林政課

4188 9 休猟区銃猟禁止区域設定関係 大井川河口銃猟禁止区域の設定について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.10.15
(決)昭46.10.15
(施)昭46.10.15

林政課

4188 10 休猟区銃猟禁止区域設定関係 大井川河口の鳥獣保護区指定陳情について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 8
(決)昭46. 4. 9
(施)昭46. 4. 9

林政課

4189 1 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区の設定について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47.10.20
(決)昭47.10.20
(施)昭47.10.27

森林保護課

4189 2 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区設定の承認申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.27
(決)昭47. 9.29
(施)昭47. 9.29

森林保護課

4189 3 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区設定公聴会の結果について 昭和４７年度 (起)昭47. 9. 5 森林保護課

4189 4 47鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 5
(施)昭47. 7.11

森林保護課

4189 5 47鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 8
(決)昭47. 7. 8
(施)昭47. 7.15

森林保護課

4189 6 47鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 8
(決)昭47. 7. 8
(施)昭47. 7.17

森林保護課

4189 7 47鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.11
(決)昭47. 7.19
(施)昭47. 7.19

森林保護課

4189 8 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区設定公聴会の開催について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 7.25
(決)昭47. 7.26
(施)昭47. 8. 2

森林保護課

4189 9 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区設定公聴会の開催について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 7.25
(決)昭47. 7.26
(施)昭47. 8. 2

森林保護課

4189 10 47鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.31
(決)昭47. 7.31
(施)昭47. 8. 4

森林保護課

4189 11 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区の期間更新及び統合について 昭和４７年度
(起)昭47.10. 4
(施)昭47.10.23

森林保護課

4189 12 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区の存続期間更新について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47.10. 4 森林保護課

4189 13 47鳥獣保護区設定関係
県設愛鷹、赤沢山鳥獣保護区の廃止について（伺
い）

昭和４７年度 (起)昭47.10. 4 森林保護課
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4189 14 47鳥獣保護区設定関係 公聴会議長の指名について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 5
(決)昭47. 7. 6

森林保護課

4189 15 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区等の総点検について 昭和４７年度 (起)昭47.10.12 森林保護課

4189 16 47鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区設定等の承認申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 1
(決)昭48.10. 3
(施)昭48.10. 3

森林保護課

4190 1 48鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区の設定等について（うかがい） 昭和４８年度
(起)昭48.10.25
(決)昭48.10.25
(施)昭48.10.26

森林保護課

4190 2 48鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.30
(決)昭48. 8. 9
(施)昭48. 8. 9

森林保護課

4190 3 48鳥獣保護区設定関係 御殿場鳥獣保護区の設定について（協議） 昭和４８年度
(起)昭48. 7.13
(決)昭48. 7.14
(施)昭48. 7.14

森林保護課

4190 4 48鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定等に関する公聴会の開催につい
て（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.29
(決)昭48. 7. 3
(施)昭48. 7. 3

森林保護課

4190 5 48鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 7. 4
(決)昭48. 7. 5
(施)昭48. 7.10

森林保護課

4190 6 48鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 7. 6
(決)昭48. 7. 6
(施)昭48. 7.13

森林保護課

4190 7 48鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.26
(決)昭48. 7.26
(施)昭48. 8. 1

森林保護課

4190 8 48鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.11
(決)昭48. 7.20
(施)昭48. 7.20

森林保護課

4190 9 48鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区内特別保護地区の指定に関する公聴会
の開催について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 8.18
(決)昭48. 8.21
(施)昭48. 8.24

森林保護課

4190 10 48鳥獣保護区設定関係 公聴会議長の指名について（うかがい） 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 9
(決)昭48. 7.13
(施)昭48. 7.13

森林保護課

4191 1 49鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区の存続期間の更新について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.11
(決)昭50. 1.17
(施)昭50. 1.21

森林保護課

4191 2 49鳥獣保護区設定関係 県設鳥獣保護区の設定について 昭和４９年度
(起)昭49.10.29
(決)昭49.10.30

森林保護課

4191 3 49鳥獣保護区設定関係 県設鳥獣保護区の設定及び告示について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.10.22
(決)昭49.10.29
(施)昭49.10.29

森林保護課

4191 4 49鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区設定承認申請について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 3
(決)昭49. 9. 3
(施)昭49. 9. 4

森林保護課

4191 5 49鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 3
(決)昭49. 7.12
(施)昭49. 7.13

森林保護課

4191 6 49鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 9
(決)昭49. 7.15
(施)昭49. 7.15

森林保護課

4191 7 49鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 3
(決)昭49. 7.12
(施)昭49. 7.13

森林保護課

4191 8 49鳥獣保護区設定関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 9
(決)昭49. 7.15
(施)昭49. 7.15

森林保護課
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4191 9 49鳥獣保護区設定関係
東海自然歩道森鳥獣保護区の設定について（回
答）

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 9
(決)昭49. 8.12
(施)昭49. 8.12

森林保護課

4191 10 49鳥獣保護区設定関係
裾野市深良小学校野鳥愛護林設定に関する公聴会
の意見書について（供覧）

昭和４９年度
(起)昭49.10.29
(決)昭49.10.30

森林保護課

4191 11 49鳥獣保護区設定関係
東海自然歩道森鳥獣保護区の設定について（協
議）

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 9
(決)昭49. 7.10
(施)昭49. 7.12

森林保護課

4191 12 49鳥獣保護区設定関係
東海自然歩道志太鳥獣保護区公聴会の意見書につ
いて（供覧）

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 5
(決)昭49. 8. 6

森林保護課

4191 13 49鳥獣保護区設定関係
東海自然歩道森鳥獣保護区設定公聴会の意見書に
ついて（供覧）

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 5
(決)昭49. 8. 6

森林保護課

4192 1 50鳥獣捕獲禁止区域関係 鳥獣保護区の存続期間の更新について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(決)昭51. 3.26
(施)昭51. 3.29

自然保護課

4192 2 50鳥獣捕獲禁止区域関係 県設鳥獣保護区の設定について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50.10.24
(決)昭50.10.27
(施)昭50.10.31

自然保護課

4192 3 50鳥獣捕獲禁止区域関係 鳥獣保護区設定承認申請について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 1
(決)昭50. 9. 2
(施)昭50. 9. 2

自然保護課

4192 4 50鳥獣捕獲禁止区域関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.25
(決)昭50. 6.28
(施)昭50. 7. 4

自然保護課

4192 5 50鳥獣捕獲禁止区域関係
鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.16
(決)昭50. 7.19
(施)昭50. 7.26

自然保護課

4192 6 50鳥獣捕獲禁止区域関係
富士山魔鳥獣捕獲禁止区域の設定について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50.10.24
(決)昭50.10.27
(施)昭50.10.31

自然保護課

4192 7 50鳥獣捕獲禁止区域関係
富士山魔鳥獣捕獲禁止区域の設定承認申請につい
て（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 1
(決)昭50. 9. 2
(施)昭50. 9. 2

自然保護課

4192 8 50鳥獣捕獲禁止区域関係
富士山魔鳥獣捕獲禁止区域設定に関する公聴会の
開催について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.22
(決)昭50. 7.23
(施)昭50. 7.31

自然保護課

4193 1 鳥獣保護区設定関係 鳥獣保護区設定申請書 昭和５０年度 天竜市、引佐町

4194 1 休猟区設定関係 休猟区設定申請書 昭和５０年度 天竜市他

4195 1 銃猟禁止区域設定関係綴 銃猟禁止区域の設定申請書 昭和５０年度 三ヶ日町他

4196 1
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
１

第３次鳥獣保護事業計画について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.23
(決)昭47. 3. 7
(施)昭47. 3.13

林政課

4196 2
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
１

第３次鳥獣保護事業計画の樹立について（報告） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.21
(決)昭47. 2.23
(施)昭47. 2.24

林政課

4196 3
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
１

昭和46年度鳥獣行政担当者会議資料について（伺
い）

昭和４６年度 (起)昭46.11.22 林政課

4196 4
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
１

第３次鳥獣保護事業計画草案の提出について（伺
い）

昭和４６年度
(起)昭46.11. 6
(施)昭46.11. 9

林政課

4196 5
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
１

第３次鳥獣保護事業計画策定資料について 昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.11.30
(施)昭46.11.30

林政課
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4196 6
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
１

第３次鳥獣保護事業計画の作成要領について（通
知）

昭和４６年度
(起)昭46. 7. 9
(決)昭46. 7.12
(施)昭46. 7.12

林政課

4197 1
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

国有林に鳥獣保護区等を設定する計画について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.31
(決)昭47. 6. 1
(施)昭47. 6. 1

森林保護課

4197 2
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

國設愛鷹、千頭鳥獣保護区の設定について（依
頼）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 2
(決)昭47. 6. 5
(施)昭47. 6. 5

森林保護課

4197 3
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

第３次鳥獣保護事業計画の推進について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 4.21
(施)昭47. 4.22

森林保護課

4197 4
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

國有林に鳥獣保護区等を設定する計画について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.18
(施)昭47. 5.19

森林保護課

4197 5
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

国有林に鳥獣保護区等を設定する計画について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 2.21
(決)昭47. 2.21
(施)昭47. 2.21

林政課

4197 6
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

昭和48年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.14
(施)昭48. 3.15

森林保護課

4197 7
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

天竜鳥獣保護区（県設）の存続期間更新について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 8
(決)昭48. 3.14
(施)昭48. 3.15

森林保護課

4197 8
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

昭和48年度鳥獣行政担当者会議資料について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.20
(決)昭48. 4.20

森林保護課

4197 9
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

昭和48年度国設鳥獣保護区設定等計画書の提出に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 4.20
(決)昭48. 4.20
(施)昭48. 4.23

森林保護課

4197 10
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

国有林に鳥獣保護区等を設定する計画について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.21
(決)昭48. 5.24
(施)昭48. 5.24

森林保護課

4197 11
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

第３次鳥獣保護事業計画の追加協議について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.31
(決)昭48. 6. 2
(施)昭48. 6. 2

森林保護課

4197 12
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

第３次鳥獣保護事業計画の追加協議について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.19
(決)昭48. 6.20
(施)昭48. 6.20

森林保護課

4197 13
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

第３次鳥獣保護事業計画の追加協議について（回
答）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.27
(決)昭48.10. 1
(施)昭48.10. 1

森林保護課

4197 14
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

第３次鳥獣保護事業計画の追加協議について（回
答）

昭和４８年度
(起)昭48.10.26
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.26

森林保護課

4197 15
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

昭和49年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.22
(決)昭49. 2.23
(施)昭49. 2.23

森林保護課

4197 16
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

海岸域にかかる鳥獣保護区及び特別保護地区の区
域調査について

昭和４９年度
(起)昭49.10.31
(決)昭49.11. 2
(施)昭49.11. 6

森林保護課

4197 17
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

鳥獣保護区の設定及びその特別保護地区の指定に
ついて

昭和４９年度
(起)昭49.11. 5
(決)昭49.11. 5
(施)昭49.11. 6

森林保護課

4197 18
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

都道府県設鳥獣保護区設定等の承認申請書作成に
ついて（供覧）

昭和４９年度
(起)昭49.11.30
(決)昭49.12. 3

森林保護課

4197 19
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

昭和50年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.10
(決)昭50. 1.16
(施)昭50. 1.17

森林保護課

4197 20
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

国設鳥獣保護区設定等計画書の作成について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.18
(決)昭50. 1.21
(施)昭50. 1.26

森林保護課
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4197 21
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

第４次鳥獣保護事業計画の基準に関する意見の聴
取について

昭和５０年度
(起)昭50.12.22
(決)昭50.12.23
(施)昭50.12.23

自然保護課

4197 22
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

第３次鳥獣保護事業計画の進捗状況調べについて
（報告）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.18
(決)昭51. 3.22
(施)昭51. 3.22

自然保護課

4197 23
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

昭和51年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.11
(決)昭51. 4.22
(施)昭51. 4.26

自然保護課

4197 24
第３次鳥獣保護事業計画綴　No.
２

干潟の現況について（報告） 昭和５０年度
(起)昭50.11.27
(決)昭50.11.28
(施)昭50.11.28

自然保護課

4198 1 無許可掘削事件 奈良本64違法掘削について 昭和６３年度
(起)平 1. 2.20
(決)平 1. 2.21

総務課

4198 2 無許可掘削事件
熱海89号泉（ＪＲいでゆ荘）の違反工事の原状回
復状況について

平成　元年度 (起)平 1. 4.25 医務課

4198 3 無許可掘削事件 熱海温泉における無許可掘削事件について 昭和６３年度 (起)平 1. 3.29 医務課

4198 4 無許可掘削事件 無許可温泉土地堀削について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55.10. 4
(決)昭55.10. 7
(施)昭55.10. 7

医務課

4199 1 と畜場起債関係綴
昭和48年度特別地方債（厚生年金保険積立金還元
融資）によると畜場整備事業計画書の提出につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 5.19
(決)昭48. 5.21
(施)昭48. 5.22

食品衛生課

4199 2 と畜場起債関係綴
昭和48年度特別地方債（厚生年金保険積立金還元
融資）によると畜場整備事業計画書の提出につい
て（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5. 8
(施)昭48. 5. 8

食品衛生課

4199 3 と畜場起債関係綴 昭和49年度と畜場整備計画について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.24
(決)昭48. 5.26
(施)昭48. 5.28

食品衛生課

4199 4 と畜場起債関係綴 昭和49年度と畜場整備計画について 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5. 7
(施)昭48. 5. 8

食品衛生課

4199 5 と畜場起債関係綴
昭和48年度特別地方債（厚生年金保険積立金還元
融資）によると畜場整備事業計画書の提出につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 7.26
(決)昭48. 7.27
(施)昭48. 7.27

食品衛生課

4199 6 と畜場起債関係綴
昭和48年度特別地方債（厚生年金保険積立金還元
融資）によると畜場整備事業計画書の提出につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 9.21
(決)昭48. 9.22
(施)昭48. 9.22

食品衛生課

4199 7 と畜場起債関係綴
昭和48年度と畜場整備事業に係る特別地方債（厚
生年金保険積立金還元融資）融資額の決定につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.11.14
(決)昭48.11.15
(施)昭48.11.19

食品衛生課

4200 1 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正に伴うアンケートについ
て

昭和４６年度
(起)昭46. 4.17
(決)昭46. 4.21
(施)昭46. 4.21

公衆衛生課

4200 2 食品衛生法施行細則改正関係綴 食品衛生法施行細則改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 6
(決)昭46. 4.22

公衆衛生課

4200 3 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員の選任と委員全
体会議の開催について

昭和４６年度
(起)昭46. 5. 8
(決)昭46. 5.20
(施)昭46. 5.20

公衆衛生課

4200 4 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 6. 2
(決)昭46. 6. 4

公衆衛生課
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4200 5 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 6.15
(決)昭46. 6.17
(施)昭46. 6.17

公衆衛生課

4200 6 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 6.21
(施)昭46. 6.23

公衆衛生課

4200 7 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 6.29
(決)昭46. 7. 2
(施)昭46. 7. 2

公衆衛生課

4200 8 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 6.29
(決)昭46. 7. 2
(施)昭46. 7.19

公衆衛生課

4200 9 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 8.13
(決)昭46. 8.16
(施)昭46. 8.16

公衆衛生課

4200 10 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 3
(決)昭46. 9. 6
(施)昭46. 9. 7

公衆衛生課

4200 11 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則改正検討委員会の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 9.18
(決)昭46. 9.20

公衆衛生課

4200 12 食品衛生法施行細則改正関係綴 施設基準案に対する意見について 昭和４６年度
(起)昭46.10.30
(決)昭46.11. 2
(施)昭46.11. 2

公衆衛生課

4200 13 食品衛生法施行細則改正関係綴 細則改正検討合同委員会の開催について 昭和４６年度
(起)昭46.12. 1
(決)昭46.12.10
(施)昭46.12.10

公衆衛生課

4200 14 食品衛生法施行細則改正関係綴
食品衛生法施行細則（施設基準）の改正案の取扱
いについて

昭和４６年度
(起)昭47. 1.31
(決)昭47. 2. 2
(施)昭47. 2. 2

公衆衛生課

4200 15 食品衛生法施行細則改正関係綴 食品衛生法施行細則（施設基準）の改正について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.26
(決)昭47. 1.26
(施)昭47. 1.26

公衆衛生課

4201 1 管理運営基準綴
食品衛生法に基づく管理運営基準の作業予定につ
いて（伺い）

昭和４８年度 (起)昭48. 5.22 公衆衛生課

4201 2 管理運営基準綴 食品衛生法に基づく管理運営基準について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.24
(決)昭48. 6. 1
(施)昭48. 6. 2

公衆衛生課

4201 3 管理運営基準綴
食品衛生法に基づく管理運営基準の説明会につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 4
(決)昭48. 6. 5
(施)昭48. 6. 6

公衆衛生課

4201 4 管理運営基準綴
食品衛生法に基づく管理運営基準について、保健
所の意見

昭和４８年度 (起)昭48. 7.10 公衆衛生課

4201 5 管理運営基準綴 管理運営基準の各食品関係業界の意見について 昭和４８年度 (起)昭48. 8. 9 公衆衛生課

4201 6 管理運営基準綴 食品衛生法に基づく管理運営基準について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.19
(決)昭48. 9.21
(施)昭48. 9.21

公衆衛生課

4201 7 管理運営基準綴
食品衛生法に基づく管理運営基準の説明会につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 9.19
(決)昭48. 9.21
(施)昭48. 9.21

公衆衛生課

4201 8 管理運営基準綴
食品衛生法第15条第１項に基づく検査命令の検査
料金制定資料について

昭和４８年度 (起)昭48. 9.27 公衆衛生課

4201 9 管理運営基準綴 管理運営基準のＰＲについて（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49. 4.23 公衆衛生課

4201 10 管理運営基準綴 管理運営基準のＰＲについて（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49. 5.29 公衆衛生課
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4201 11 管理運営基準綴 管理運営基準について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(施)昭49. 6.11

公衆衛生課

4201 12 管理運営基準綴 食品関係業者への食品管理運営基準について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.19
(決)昭49. 6.20
(施)昭49. 6.20

公衆衛生課

4202 1 食品衛生指導委託契約書綴 食品衛生指導事務委託契約について 昭和４６年度 (起)昭46. 4.13 公衆衛生課

4202 2 食品衛生指導委託契約書綴 食品衛生指導事務委託契約について 昭和４７年度 (起)昭47. 4.28 公衆衛生課

4203 1
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

農村生活改善推進事業実施要領及び農村生活改善
推進事業推進事業費補助金交付要綱の制定につい
て

昭和４５年度 (収)昭45.10.23 農林水産部

4203 2
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

冷凍包装魚介類及び冷凍包装食肉販売業の施設基
準のしんしゃくについて

昭和４５年度
(起)昭45.10.28
(決)昭45.10.29
(施)昭45.10.29

公衆衛星課

4203 3
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

冷凍包装魚介類及び冷凍包装食肉販売業の施設基
準検討委員会開催について

昭和４５年度
(起)昭45.11.12
(決)昭45.11.16
(施)昭45.11.16

公衆衛星課

4203 4
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

静岡行政監察局長通知に対する回答について（伺
い）

昭和４６年度
(起)昭46.10.14
(決)昭46.10.14

公衆衛星課

4203 5
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

農村生活改善推進事業による冷凍包装魚介類及び
冷凍包装食肉販売許可の取扱について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.19
(決)昭47. 6.20
(施)昭47. 6.20

公衆衛星課

4203 6
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

保健所衛生課長会議の資料について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.30
(決)昭47. 7. 5
(施)昭47. 7. 6

公衆衛星課

4203 7
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

農村生活改善推進事業に係る冷凍包装魚介類、冷
凍包装肉の販売申請状況について

昭和４７年度 (起)昭47. 7.25 公衆衛星課

4203 8
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

農業協同組合関係で営業許可申請のあった食肉お
よび魚介類の店舗調査について

昭和４７年度 (起)昭47. 5.23 公衆衛星課

4203 9
農村生活改善推進事業（魚介類・
食肉関係）

農業協同組合関係で営業許可申請のあった食肉お
よび魚介類の店舗調査について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.28
(決)昭47. 4.28
(施)昭47. 4.28

公衆衛星課

4204 1 生乳関係綴（１）
昭和43年度牛乳衛生功労者及び優良さく乳業者の
厚生大臣表彰について

昭和４３年度
(起)昭43.11. 4
(決)昭43.11. 5
(施)昭43.11. 6

公衆衛星課

4204 2 生乳関係綴（１）
昭和43年度牛乳衛生功労者及び優良さく乳業者の
厚生大臣表彰式の出席者について

昭和４３年度
(起)昭43.11. 5
(施)昭43.11. 8

公衆衛星課

4204 3 生乳関係綴（１） （乳質改善巡回指導復命） 昭和４５年度 (起)昭45. 9.16 公衆衛星課

4204 4 生乳関係綴（１） 生乳一斉検査の実施について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.22
(施)昭46. 6.25

公衆衛星課

4204 5 生乳関係綴（１） 生乳の乳質改善について（通知） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.21
(施)昭47. 3.27

公衆衛星課

4204 6 生乳関係綴（１） 生乳一斉検査の実施結果について 昭和４７年度 (起)昭48. 3.30 公衆衛星課

4204 7 生乳関係綴（１） 生乳一斉検査の実施について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.17
(決)昭47. 5.23
(施)昭47. 5.23

公衆衛星課
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4204 8 生乳関係綴（１）
（函南町共和電気（株）周辺地区の水田土壌底質
のＰＣＢ追跡調査結果について復命）

昭和４８年度 (起)昭48. 4.20 食品衛生課

4205 1 生乳関係綴（２） 生乳一斉検査の実施について 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 9
(決)昭48. 5. 9
(施)昭48. 5.14

食品衛生課

4205 2 生乳関係綴（２） （県乳質改善協議会役員会復命） 昭和４８年度 (起)昭48. 6.13 食品衛生課

4205 3 生乳関係綴（２） 生乳一斉検査の実施結果について 昭和４８年度
(起)昭48.12.17
(決)昭48.12.19
(施)昭48.12.19

食品衛生課

4205 4 生乳関係綴（２） 復命書　県乳質改善協議会役員会 昭和４９年度 (起)昭49. 5.20 食品衛生課

4205 5 生乳関係綴（２） 生乳の一斉検査の実施について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.17
(決)昭49. 5.21
(施)昭49. 5.21

食品衛生課

4205 6 生乳関係綴（２） 生乳一斉検査実施結果について 昭和４９年度
(起)昭49.12.12
(決)昭49.12.18
(施)昭49.12.18

食品衛生課

4205 7 生乳関係綴（２） 牛乳用原料生乳の成分に関する乳質改善について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 9
(決)昭50. 1.13

食品衛生課

4205 8 生乳関係綴（２） 生乳の規格検査の実施について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.16
(決)昭50. 5.17
(施)昭50. 5.17

食品衛生課

4205 9 生乳関係綴（２）
生乳の品質管理、向上対策の実施状況について
（回答）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.26
(決)昭51. 1.26
(施)昭51. 1.26

食品衛生課

4205 10 生乳関係綴（２） 神奈川県の生乳規格検査の取扱いについて 昭和５１年度
(起)昭51. 4.12
(決)昭51. 4.13
(施)昭51. 4.13

食品衛生課

4205 11 生乳関係綴（２） 復命書　県乳質改善協議会役員会 昭和５１年度 (起)昭51. 5.17 食品衛生課

4206 1 食品衛生情報（食肉衛生） 食品衛生情報（食肉衛生）の発行について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.31
(決)昭48. 9. 3

食品衛生課

4207 1 厚生省報告例（と畜） と畜場内と殺検査数 昭和４８年度 食品衛生課

4208 1 食品衛生監視員（増員資料）
食品衛生監視状況、食品衛生監視員数および諸手
当等について

昭和４５年度
(起)昭45. 8.14
(決)昭45. 8.18
(施)昭45. 8.18

公衆衛生課

4208 2 食品衛生監視員（増員資料）
食品衛生監視員の通常業務内容の調査について
（依頼）

昭和４３年度
(起)昭43.11. 6
(決)昭43.11.13
(施)昭43.11.13

公衆衛生課

4208 3 食品衛生監視員（増員資料） 食品衛生監視等の資料送付について 昭和４５年度 (起)昭45.12. 5 公衆衛生課

4209 1 食品衛生監視員台帳 食品衛生監視員のき章の配布について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.15
(決)昭50. 8.29
(施)昭50. 8.29

食品衛生課

4209 2 食品衛生監視員台帳 食品衛生監視員手帳の配布について 昭和４９年度
(起)昭49.10.11
(決)昭49.10.11

食品衛生課

4210 1 勲章受章者名簿 昭和46年度　褒章受章者名簿 昭和４６年度 工業課

4210 2 勲章受章者名簿
昭和53年度　春の勲章受章者及び受杯者名簿（静
岡県関係）

昭和５３年度 工業課
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4210 3 勲章受章者名簿
昭和54年度　春の勲章受章者及び受杯者名簿（静
岡県関係）

昭和５４年度 工業課

4210 4 勲章受章者名簿
昭和52年度　春の勲章受章者及び受杯者名簿（静
岡県関係）

昭和５２年度 工業課

4210 5 勲章受章者名簿
昭和51年度　春の勲章受章者及び受杯者名簿（静
岡県関係）

昭和５１年度 工業課

4210 6 勲章受章者名簿 昭和50年度　秋の叙勲 昭和５０年度 工業課

4210 7 勲章受章者名簿
昭和49年度　春秋叙勲勲章受章者名簿（静岡県関
係）

昭和４９年度 工業課

4210 8 勲章受章者名簿
昭和50年度　春秋叙勲勲章受章者名簿（静岡県関
係）

昭和５０年度 工業課

4210 9 勲章受章者名簿
春秋叙勲の勲章受章者および受杯者名簿送付につ
いて昭和39年～47年）

昭和４７年度 工業課

4211 1 黄綬褒章関係綴 黄綬褒章授与候補者の具申書類の提出について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(施)昭48.10.11

工業課

4211 2 黄綬褒章関係綴 紫綬褒章授与候補者の推薦調書の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4. 7 工業課

4211 3 黄綬褒章関係綴 紫綬褒章授与候補者の推薦調書の印刷について 昭和４８年度 (起)昭48. 4. 2 工業課

4211 4 黄綬褒章関係綴 身分調書の証明方について（依頼） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(施)昭48. 3.19

工業課

4212 1 褒章関係綴 静岡県電気工事協力会に関する資料提供について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.28 工業課

4212 2 褒章関係綴
中小企業関係褒章受章候補者の推薦調書の提出に
ついて

昭和４９年度 (起)昭49.12.10 工業課

4212 3 褒章関係綴 褒章受章候補者推薦書類の印刷について 昭和４９年度 工業課

4212 4 褒章関係綴 身分調書の証明方について（依頼） 昭和４９年度 (起)昭49.11.28 工業課

4212 5 褒章関係綴 叙勲候補者に対する関係書類の提出について 昭和５４年度 (収)昭55. 1.31
静岡県電気工事
工業組合理事長

4213 1 黄綬褒章関係綴
科学技術に関する黄綬褒章授与候補者の推薦につ
いて

昭和４６年度 工業課

4213 2 黄綬褒章関係綴 身分調書の作成方依頼について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(施)昭47. 3.28

工業課

4214 1 叙勲関係綴 叙勲候補者の推せんについて（うかがい） 昭和４７年度 (起)昭47. 4. 3 工業課

4214 2 叙勲関係綴 身分証明書の作成方依頼について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.20 工業課

4215 1 科学技術庁褒章関係綴 藍綬褒章伝達式について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 6
(決)昭50.11. 6
(施)昭50.11. 6

工業課
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4215 2 科学技術庁褒章関係綴 藍綬褒章授与候補者具申書類の提出について 昭和５０年度 (起)昭50.10.17 工業課

4215 3 科学技術庁褒章関係綴 藍綬褒章授与候補者の具申調書の印刷について 昭和５０年度 (起)昭50.10.13 工業課

4215 4 科学技術庁褒章関係綴 身分調書の証明方について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭50. 3.12
(決)昭50. 3.12
(施)昭50. 3.12

工業課

4215 5 科学技術庁褒章関係綴
昭和50年度科学技術庁に関する藍綬褒章授与候補
者の推薦調書の提出について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(施)昭50. 3.25

工業課

4216 1 死亡者叙勲関係綴
昭和51年春の叙勲、褒章候補者の調査票の提出に
ついて

昭和５０年度 (起)昭50.11.17 工業課

4216 2 死亡者叙勲関係綴 死亡者叙勲の具申調書の提出について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.22 工業課

4216 3 死亡者叙勲関係綴 身分調書の証明方について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭51. 3.18
(決)昭51. 3.18
(施)昭51. 3.18

工業課

4217 1 叙勲関係綴 身分調書の証明方について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 4
(施)昭50. 6. 4

工業課

4217 2 叙勲関係綴
昭和50年度秋の叙勲候補者具申調書の提出につい
て

昭和５０年度 (起)昭50. 6.16 工業課

4218 1 褒章、叙勲関係綴
科学技術に関する黄綬褒章・紫綬褒章及び藍綬褒
章授与候補者の推せん方依頼について

昭和５０年度 (収)昭51. 3.19 生活環境部長

4218 2 褒章、叙勲関係綴 知事表彰候補者に関する調査票の提出について 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 1
(決)昭50. 9. 1
(施)昭50. 9. 1

工業課

4218 3 褒章、叙勲関係綴 昭和50年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５０年度 (収)昭50. 4.18 生活環境部長

4218 4 褒章、叙勲関係綴 昭和50年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５０年度
(起)昭50. 5.13
(決)昭50. 5.14
(施)昭50. 5.15

工業課

4218 5 褒章、叙勲関係綴 中小企業関係候補者の褒章授与候補者について 昭和５０年度 工業課

4219 1 明治百年記念行事関係 明治百年記念行事関係 昭和４２年度 林政課

4220 1 造林事業組織体綴 造林補助事業における組織体の認定について 昭和５１年度
(起)昭51.10.25
(決)昭51.10.26
(施)昭51.10.27

造林課

4220 2 造林事業組織体綴 造林補助事業における組織体の認定について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 6
(施)昭51. 2. 7

造林課

4220 3 造林事業組織体綴 造林補助事業における組織体の認定について 昭和５０年度
(起)昭50.10. 1
(施)昭50.10. 3

造林課

4221 1 遊漁実態調査 遊漁の実態調査について 昭和４２年度 (起)昭42. 6.26 水産課

4222 1 遊漁関係 遊漁関係の資料 昭和４２年度 水産課

4223 1 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船船主乗組員等特別給付金交付申請につい
て

昭和４１年度
(起)昭42. 2.20
(決)昭42. 2.24

水産課
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4223 2 韓国だ捕漁船関係 死亡者・障害者調査報告書の検討結果について 昭和４１年度
(起)昭42. 2.20
(決)昭42. 2.22

水産課

4223 3 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船船主乗組員等特別給付金支給要綱の一部
改正について

昭和４１年度
(起)昭42. 1.28
(決)昭42. 2. 1

水産課

4223 4 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船船主乗組員等特別給付金支給要綱の一部
改正について

昭和４１年度
(起)昭42. 1.28
(決)昭42. 2. 1

水産課

4223 5 韓国だ捕漁船関係
抑留乗組員特別給付金代理受領承認について（協
議）

昭和４１年度
(起)昭42. 1.16
(決)昭42. 1.23

水産課

4223 6 韓国だ捕漁船関係 だ捕漁船船主乗組員等特別給付金支給報告書 昭和４１年度 (起)昭41.12.27 水産課

4223 7 韓国だ捕漁船関係 だ捕漁船特別給付金の支給手続の特例について 昭和４１年度
(起)昭41.12.26
(施)昭41.12.27

水産課

4223 8 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船特別給付金の支給申請手続の特例につい
て

昭和４１年度
(起)昭41.10.28
(施)昭41.11.15

水産課

4223 9 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船船主乗組員等特別給付金支給要領の一部
改正について

昭和４１年度
(起)昭41.11. 4
(決)昭41.11. 7

水産課

4223 10 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船特別給付金の対象となる死亡者および障
害者に関する調査について

昭和４１年度
(起)昭41. 8.19
(決)昭41. 8.25

水産課

4223 11 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船特別給付金の対象となる死亡者及び障害
者に関する調査報告書の提出について

昭和４１年度
(起)昭41. 9. 7
(決)昭41. 9.16

水産課

4223 12 韓国だ捕漁船関係 だ捕抑留状況に関する証明について（依頼） 昭和４１年度
(起)昭41. 7.23
(決)昭41. 7.23

水産課

4223 13 韓国だ捕漁船関係 だ捕漁船特別給付金の示達申請書の提出について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.15
(決)昭41. 6.20

水産課

4223 14 韓国だ捕漁船関係 だ捕漁船の認定について 昭和４１年度
(起)昭41. 6.15
(決)昭41. 6.20

水産課

4223 15 韓国だ捕漁船関係 だ捕漁船調査報告書の提出について 昭和４１年度
(起)昭41. 5.15
(決)昭41. 5.20

水産課

4223 16 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船船主乗組員等特別給付金の支給申請手続
について

昭和４１年度 (起)昭41. 5. 6 水産課

4223 17 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船船主乗組員等特別給付金支給要領の制定
について

昭和４１年度 (起)昭41. 4.22 水産課

4223 18 韓国だ捕漁船関係
だ捕漁船船主乗組員等特別給付金支給要領の制定
について

昭和４１年度 (起)昭41. 4.22 水産課

4223 19 韓国だ捕漁船関係 拿捕漁船に関する調査について（回答） 昭和４０年度 (起)昭40.12.17 水産課

4223 20 韓国だ捕漁船関係
日本漁船の韓国だ捕に対する保障要求陳情のその
後の経過について

昭和４０年度 (収)昭40.10.18 東京事務所長

4223 21 韓国だ捕漁船関係
韓国だ捕日本漁船の補償要求打合会及び陳情につ
いて

昭和４０年度 (収)昭40.10. 8 東京事務所長

4223 22 韓国だ捕漁船関係
韓国だ捕漁船損害補償問題対策協議会の要望につ
いて

昭和４０年度
(起)昭40. 9.30
(決)昭40.10. 1
(施)昭40.10. 1

水産課
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4223 23 韓国だ捕漁船関係
韓国だ捕漁船損害補償問題対策協議会開催につい
て

昭和４０年度 (収)昭40. 9.17
山口県商工水産
部長

4223 24 韓国だ捕漁船関係
近海かつおまぐろ漁業の操業禁止区域撤廃運動に
ついて

昭和４０年度 (収)昭40. 5. 6

鹿児島・高知・
徳島・和歌山四
県近海かつおま
ぐろ漁業対策協
議会（仮称）

4223 25 韓国だ捕漁船関係 だ捕漁船員救済際事業について 昭和３８年度 (収)昭38. 5.23 水産庁長官

4224 1
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船操業被害対策特別資金融通助成事業業務
完了実績報告書の提出について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

水産課

4224 2
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船操業被害対策特別資金利子補給承認の変
更について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.11
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.16

水産課

4224 3
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船操業被害対策特別資金融通助成事業費補
助金概算払請求書の提出について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.11
(決)昭51. 3.11
(施)昭51. 3.11

水産課

4224 4
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船被害対策特別資金利子負担軽減事業特別
基金造成費補助金の交付確定について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.10
(決)昭51. 4.20
(施)昭51. 4.22

水産課

4224 5
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船被害対策特別資金利子負担軽減事業特別
基金造成費補助金の交付決定及び概算払の承認に
ついて

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3.19

水産課

4224 6
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船操業被害対策事業費補助金交付申請書の
提出について

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 4
(決)昭50. 3. 5
(施)昭50. 3. 5

水産課

4224 7
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船操業被害対策特別資金実績報告書の提出
について

昭和５０年度
(起)昭50.10. 4
(決)昭50.10.24
(施)昭50.10.24

水産課

4224 8
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

金融機関の指定について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.22
(決)昭50. 9.23
(施)昭50. 9.25

水産課

4224 9
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船被害対策特別資金の利子補給承認につい
て（うかがい）

昭和５０年度 (起)昭50. 9.27 水産課

4224 10
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船被害対策特別資金融通助成事業の融資事
務の実施について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.16
(決)昭50. 9.16

水産課

4224 11
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船被害対策特別資金利子負担軽減事業特別
基金造成費補助金交付要綱の制定について

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 9
(決)昭50. 9.17

水産課

4224 12
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

ソ連漁船被害対策特別資金に係る事務取扱方針に
ついて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.18
(決)昭50. 9.16

水産課

4224 13
ソ連漁船操業被害対策事業特別資
金関係

（ソ連漁船操業被害対策事業に関する説明会　復
命）

昭和５０年度 (起)昭50. 6.27 水産課

4225 1 県沿岸現況施設調査　平面図４ 静岡県沿岸現況施設調査 平面図４ 昭和５０年度 漁港課

4226 1 県沿岸現況施設調査　港湾４ 静岡県沿岸現況施設調査 港湾４ 昭和５０年度 漁港課

4227 1 県沿岸現況施設調査　漁港３ 静岡県沿岸現況施設調査 漁港３ 昭和５０年度 漁港課
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4228 1 県沿岸現況施設調査　漁港４ 静岡県沿岸現況施設調査 漁港４ 昭和５０年度 漁港課

4229 1 県沿岸現況施設調査　河川４ 静岡県沿岸現況施設調査 河川４ 昭和５０年度 漁港課

4230 1 海岸事業長期計画　No.２ 海岸事業長期計画　No.２ 昭和５０年度 漁港課

4231 1 県沿岸現況施設調査　海岸・河川 静岡県沿岸現況施設調査　海岸・河川（１） 昭和５０年度 漁港課

4232 1
県沿岸現況施設調査　平面図　海
岸・河川・港湾・漁港

静岡県沿岸現況施設調査　福田・地頭方・吉田 昭和５０年度 漁港課

4232 2
県沿岸現況施設調査　平面図　海
岸・河川・港湾・漁港

静岡県沿岸現況施設調査　浜名・御前崎・相良・
榛原

昭和５０年度 漁港課

4232 3
県沿岸現況施設調査　平面図　海
岸・河川・港湾・漁港

静岡県沿岸現況施設調査　各海岸・各河川 昭和５０年度 漁港課

4232 4
県沿岸現況施設調査　平面図　海
岸・河川・港湾・漁港

静岡県沿岸現況施設調査　平面図 昭和５０年度 漁港課

4233 1 県沿岸現況施設調査　平面図２ 静岡県沿岸現況施設調査　調査概要並びに平面図 昭和５０年度 漁港課

4234 1 県沿岸現況施設調査　平面図３ 静岡県沿岸現況施設調査　調査概要並びに平面図 昭和５０年度 漁港課

4235 1
県沿岸現況施設調査　海岸・河川
２

静岡県沿岸現況施設調査　大井川海岸～吉原海岸 昭和５０年度 漁港課

4236 1
県沿岸現況施設調査　海岸・河川
３

静岡県沿岸現況施設調査　原海岸～古宇川 昭和５０年度 漁港課

4237 1 県沿岸現況施設調査　港湾３ 静岡県沿岸現況施設調査　沼津港 昭和５０年度 漁港課

4238 1 県沿岸現況施設調査　漁港２
静岡県沿岸現況施設調査　焼津・用宗・興津・西
倉沢・由比・蒲原漁港

昭和５０年度 漁港課

4239 1 県沿岸現況施設調査　港湾２
静岡県沿岸現況施設調査　大井川・清水・田子の
浦港

昭和５０年度 漁港課

4240 1
県営住宅地質調査報告書　袋井団
地

報告書（県営住宅袋井団地地質調査） 昭和４９年度
建設コンサルタ
ントセンター

4240 2
県営住宅地質調査報告書　袋井団
地

調査報告書（県営住宅袋井団地地質調査） 昭和５３年度
グランドリサー
チ

4241 1 ミズナギ鳥調査 渡り鳥のへい死について（報告） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.28
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 6.30

森林保護課

4241 2 ミズナギ鳥調査 漂着ミズナギドリの取扱いについて 昭和４９年度
(起)昭49. 6.14
(決)昭49. 6.18
(施)昭49. 6.18

森林保護課

4241 3 ミズナギ鳥調査 ミズナギドリ類の異常死について 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 6
(決)昭49. 8. 7
(施)昭49. 8. 7

森林保護課

4241 4 ミズナギ鳥調査
特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則の
一部改正について

昭和４９年度
(起)昭49.10.15
(決)昭49.10.19
(施)昭49.10.19

森林保護課
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4241 5 ミズナギ鳥調査 漂着ミズナギドリの取扱いについて（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 2
(決)昭50. 6. 3
(施)昭50. 6. 4

自然保護課

4241 6 ミズナギ鳥調査 ミズナギドリ類の大量死について（速報） 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 5
(決)昭50. 6. 7
(施)昭50. 6. 7

自然保護課

4241 7 ミズナギ鳥調査 漂着ミズナギドリ駆除協力について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50. 6.13
(施)昭50. 6.13

自然保護課

4241 8 ミズナギ鳥調査 ミズナギドリ類の大量死について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 5
(決)昭50. 8. 9
(施)昭50. 8.11

自然保護課

4241 9 ミズナギ鳥調査 ゴイサギの有害駆除について（回答） 昭和５０年度
(起)昭50. 5.28
(決)昭50. 5.28

自然保護課

4241 10 ミズナギ鳥調査 漂着ミズナギドリの取扱いについて（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 5.19
(決)昭51. 5.20
(施)昭51. 5.20

自然保護課

4241 11 ミズナギ鳥調査 ミズナギドリ類の漂着状況について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.28
(決)昭51. 7.29
(施)昭51. 7.29

自然保護課

4241 12 ミズナギ鳥調査 漂着ミズナギ鳥の取扱いについて 昭和５２年度 (起)昭52. 5.19 自然保護課

4241 13 ミズナギ鳥調査 漂着ミズナギドリの取扱いについて（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.30

自然保護課

4241 14 ミズナギ鳥調査 海鳥ハシボソミズナギドリ斃死発生調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7.10

自然保護課

4241 15 ミズナギ鳥調査 漂着ミズナギ鳥の取扱いについて 昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

自然保護課

4241 16 ミズナギ鳥調査 漂着ミズナギドリの取扱いについて（伺い） 昭和６１年度
(起)昭61. 5.16
(決)昭61. 5.19
(施)昭61. 5.20

自然保護課

4242 1
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和47年厚生省報告例（衛生関係）および保健所
運営報告の指定用紙購入について

昭和４６年度
(起)昭46.10.27
(決)昭46.10.29
(施)昭46.10.30

医務課

4242 2
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

厚生省報告例に使用する報告票の配布について
（通知）

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 5
(決)昭47. 1. 7
(施)昭47. 1. 7

医務課

4242 3
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和48年厚生省報告例（衛生関係）および保健所
運営報告の指定用紙購入について

昭和４７年度
(起)昭47.10.30
(決)昭47.10.31
(施)昭47.10.31

医務課

4242 4
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和48年分厚生省報告例（衛生関係）用紙の送付
について

昭和４７年度
(起)昭47.12.21
(決)昭47.12.21
(施)昭47.12.21

医務課

4242 5
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和48年分伝染病統計用紙等の配布について 昭和４７年度
(起)昭47.12.19
(決)昭47.12.20
(施)昭47.12.20

医務課

4242 6
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和48年分厚生省報告例用紙の送付について 昭和４７年度
(起)昭47.12.23
(決)昭47.12.23
(施)昭47.12.25

医務課

4242 7
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和49年厚生省報告例（衛生関係）および保健所
運営報告の指定用紙購入について

昭和４８年度 (起)昭48.10.16 医務課

4242 8
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

厚生省報告例年報（48年分）用紙の配布について 昭和４８年度
(起)昭48.12.24
(決)昭48.12.24
(施)昭48.12.24

医務課

4242 9
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和49年分伝染病統計用紙の配布について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 7
(決)昭49. 1. 8
(施)昭49. 1. 8

医務課
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4242 10
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和49年分厚生省報告例（衛生関係）用紙の送付
について

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 7
(決)昭49. 1. 9
(施)昭49. 1.11

医務課

4242 11
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和49年分厚生省報告例用紙の送付について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 7
(決)昭49. 1. 9
(施)昭49. 1.11

医務課

4242 12
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和50年厚生省報告例（衛生関係）及び保健所運
営報告の指定用紙購入について

昭和４９年度
(起)昭49.10. 8
(決)昭49.10. 8
(施)昭49.10. 8

医務課

4242 13
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

厚生省報告例年報（49年分）用紙の配布について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 5
(決)昭49.12. 5
(施)昭49.12. 5

医務課

4242 14
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和50年分伝染病統計用紙の配布について 昭和４９年度 (起)昭49.12. 5 医務課

4242 15
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和50年分厚生省報告例用紙の送付について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1. 6
(施)昭50. 1. 6

医務課

4242 16
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和50年分厚生省報告例用紙の送付について 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1. 6
(施)昭50. 1. 6

医務課

4242 17
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和51年分厚生省報告例（衛生関係）及び保健所
運営報告の指定用紙購入について

昭和５０年度
(起)昭50.10. 1
(決)昭50.10. 1
(施)昭50.10. 1

医務課

4242 18
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和50年保健所運営報告および食中毒関係報告用
紙の配布について（通知）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1. 7
(施)昭50. 1. 7

医務課

4242 19
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和50年保健所運営報告記入要領及び審査要領
（昭和49年10月改正分、昭和50年１月分から適
用）の送付について

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1. 7
(施)昭50. 1. 7

医務課

4242 20
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

保健婦家庭訪問件数の用紙配布について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 9
(決)昭50. 5. 9
(施)昭50. 5. 9

医務課

4242 21
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和51年保健所運営報告および食中毒関係報告用
紙の配布について（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.12.16
(決)昭50.12.16
(施)昭51. 1. 7

医務課

4242 22
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

東京都衛生局学会誌№56受領書送付について 昭和５０年度
(起)昭50.12.18
(決)昭50.12.22
(施)昭50.12.22

医務課

4242 23
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和51年保健所運営報告記入要領及び審査要領の
送付について

昭和５０年度
(起)昭50.12.16
(決)昭50.12.16
(施)昭51. 1. 7

医務課

4242 24
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和52年分厚生省報告例（衛生関係）及び保健所
運営報告の指定用紙購入について

昭和５１年度
(起)昭51.10.16
(決)昭51.10.19
(施)昭51.10.19

医務課

4242 25
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和51、52年保健所運営報告、厚生省報告例（衛
生関係）記入要領及び審査要領（昭和51年９月14
日から適用）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.12.17
(決)昭51.12.17
(施)昭51.12.18

医務課

4242 26
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和52年保健所運営報告用紙の配布について（通
知）

昭和５１年度
(起)昭51.12.14
(決)昭51.12.14
(施)昭52. 1. 5

医務課

4242 27
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和53年分厚生省報告例（衛生関係）及び保健所
運営報告の指定用紙購入について

昭和５２年度
(起)昭52. 9.19
(決)昭52. 9.21
(施)昭52. 9.21

医務課

4242 28
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和53年保健所運営報告用紙の配布について（通
知）

昭和５２年度
(起)昭52.12. 7
(決)昭52.12. 7
(施)昭53. 1. 5

医務課

4242 29
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和53年厚生省報告例に使用する報告票の配布に
ついて（通知）

昭和５２年度
(起)昭52.12. 7
(決)昭52.12. 7
(施)昭53. 1. 5

医務課
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4242 30
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

保健婦家庭訪問件数の用紙配布について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5. 4
(施)昭53. 5. 4

医務課

4242 31
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和54年分厚生省報告例（衛生関係）及び保健所
運営報告の指定用紙購入について

昭和５３年度
(起)昭53.10.12
(決)昭53.10.13
(施)昭53.10.13

医務課

4242 32
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和54年保健所運営報告、厚生省報告例（衛生関
係）記入要項及び審査要項の送付について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 5
(決)昭53.12. 5
(施)昭53.12. 5

医務課

4242 33
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和54年保健所運営報告用紙の配布について（通
知）

昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.13
(施)昭53.12.15

医務課

4242 34
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和54年厚生省報告例に使用する報告票の配布に
ついて（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.13
(施)昭53.12.15

医務課

4242 35
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

保険婦家庭訪問件数の用紙配布について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(決)昭54. 5. 8
(施)昭54. 5. 8

医務課

4242 36
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和55年分厚生省報告例（衛生関係）及び保健所
運営報告の指定用紙購入について

昭和５４年度
(起)昭54.10.15
(決)昭54.10.20
(施)昭54.10.21

医務課

4242 37
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和55年保健所運営報告作成要項、厚生省報告例
（衛生関係）記入要項及び審査要項（改正分）等
の配布について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54.11.27
(決)昭54.11.27
(施)昭54.11.29

医務課

4242 38
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和55年分厚生省報告例（衛生関係）記入要領及
び審査要領（改正分）の送付について

昭和５４年度
(起)昭54.11.27
(決)昭54.11.27
(施)昭54.11.29

医務課

4242 39
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和55年保健所運営報告用紙の配布について（通
知）

昭和５４年度
(起)昭54.12.11
(決)昭54.12.11
(施)昭54.12.21

医務課

4242 40
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和55年厚生省報告例に使用する報告票の配布に
ついて（通知）

昭和５４年度
(起)昭54.12.11
(決)昭54.12.11
(施)昭54.12.21

医務課

4242 41
厚生省報告例および保健所運営報
告指定用紙関係綴

昭和56年度厚生省報告例、保健所運営報告表用紙
の送付について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

医務課

4243 1
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.14
(施)昭53.12.14

医務課

4243 2
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和５３年度
(起)昭53.10. 5
(決)昭53.10. 7
(施)昭53.10. 7

医務課

4243 3
保健所運営報告の一部改正につい
て

水道法改正にともなう保健所運営報告３（１）.
３（２）表の計上方法について

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 2
(決)昭53. 8.16
(施)昭53. 8.16

医務課

4243 4
保健所運営報告の一部改正につい
て

厚生省報告例（衛生関係）及び保健所運営報告作
成上の疑義について（連絡）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.13
(決)昭53. 6.13
(施)昭53. 6.13

医務課

4243 5
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告16（１）表の国保保健婦の取り扱
いについて

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 5
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 5

医務課

4243 6
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和５２年度
(起)昭52.10. 5
(決)昭52.10. 6
(施)昭52.10. 6

医務課

4243 7
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告９（２）の作成方法について（連
絡）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.20
(決)昭52. 7.21
(施)昭52. 7.21

医務課

4243 8
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告９（２）の作成方法について（依
頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 1
(決)昭52. 7. 4
(施)昭52. 7. 4

医務課
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4243 9
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和５０年度
(起)昭50. 8.12
(決)昭50. 8.18
(施)昭50. 8.18

医務課

4243 10
保健所運営報告の一部改正につい
て

衛生統計定期報告等の事務取扱いについて 昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.25
(施)昭50. 1. 7

医務課

4243 11
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和４９年度
(起)昭49.10. 4
(決)昭49.10. 5
(施)昭49.10. 5

医務課

4243 12
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和４９年度
(起)昭49. 8.19
(決)昭49. 8.20
(施)昭49. 8.20

医務課

4243 13
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48.11.16
(決)昭48.11.19
(施)昭48.11.19

医務課

4243 14
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の運用について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.10
(決)昭48. 1.11
(施)昭48. 1.11

医務課

4243 15
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の作成に関する疑義について 昭和４７年度
(起)昭48. 1. 8
(決)昭48. 1. 8
(施)昭48. 1. 8

医務課

4243 16
保健所運営報告の一部改正につい
て

保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和４７年度
(起)昭47.11.22
(決)昭47.11.28
(施)昭47.11.30

医務課

4244 1 衛生統計関係綴 保健所運営報告の一部改正について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.19
(施)昭55.11.19

医務課

4244 2 衛生統計関係綴 食中毒統計の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.19
(施)昭55.11.19

医務課

4244 3 衛生統計関係綴
厚生省報告例（衛生関係）の記入要領及び審査要
領の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.19
(施)昭55.11.19

医務課

4244 4 衛生統計関係綴 医療施設動態調査票の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.19
(施)昭55.11.19

医務課

4244 5 衛生統計関係綴 復命書 昭和５５年度 (起)昭55.11.10 医務課

4244 6 衛生統計関係綴 衛生統計調査、定期報告等の事務取扱について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1. 8
(施)昭56. 1. 8

医務課

4244 7 衛生統計関係綴 医薬品当適正広告基準にいて 昭和５５年度 (収)昭56. 3. 2
厚生省大臣官房
統計情報部衛生
統計課

4244 8 衛生統計関係綴 昭和54年諸調査結果の概況送付について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 5
(施)昭56. 1. 5

医務課

4244 9 衛生統計関係綴 「昭和54年末現在医療施設漢字リスト」について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.19
(施)昭56. 1.19

医務課

4244 10 衛生統計関係綴
「昭和54年末現在医療施設漢字リスト」について
（回答）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.17
(決)昭56. 1.19
(施)昭56. 1.19

医務課

4244 11 衛生統計関係綴
昭和55年度特別交付税算定に係る基礎資料につい
て（回答）

昭和５５年度
(起)昭55.10.11
(決)昭55.10.11
(施)昭55.10.11

医務課

4244 12 衛生統計関係綴 保健所管轄区域等の報告について（回答） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.16
(決)昭55. 5.19
(施)昭55. 5.19

医務課
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4244 13 衛生統計関係綴 保健所管轄区域等の報告について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

医務課

4244 14 衛生統計関係綴
昭和55年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 7

医務課

4244 15 衛生統計関係綴 衛生統計定期報告等の事務取扱いについて 昭和５４年度
(起)昭55. 1. 7
(決)昭55. 1. 7
(施)昭55. 1. 7

医務課

4244 16 衛生統計関係綴
昭和54年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて（回答）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.13
(決)昭54. 4.14
(施)昭54. 4.14

医務課

4244 17 衛生統計関係綴 衛生統計定期報告等の事務取扱いについて 昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 5
(施)昭54. 1. 5

医務課

4244 18 衛生統計関係綴 資料の送付について 昭和５３年度
(起)昭53.11. 8
(決)昭53.11. 9
(施)昭53.11. 9

医務課

4244 19 衛生統計関係綴 復命書 昭和５１年度 (起)昭52. 3.31 医務課

4244 20 衛生統計関係綴
関東甲信越静地区衛生統計事務研究会の提出議題
及び出席者について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.23
(決)昭52. 5.23
(施)昭52. 5.23

医務課

4244 21 衛生統計関係綴
昭和51年国民健康調査、保健衛生基礎調査及び人
口動態社会経済面調査地区別事務打ち合わせ会議
の出席者について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 6
(決)昭51. 7. 7

医務課

4244 22 衛生統計関係綴
昭和51年度全国衛生統計協議会総会の開催につい
て

昭和５１年度 (収)昭51. 9. 3
全国衛生統計協
議会会長

4244 23 衛生統計関係綴
保健所運営報告「９（２）予防接種（痘そう以外
の定期）」の計上方法について

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 4
(決)昭51. 3. 4
(施)昭51. 3. 4

医務課

4244 24 衛生統計関係綴 衛生統計定期報告等の事務取扱いについて 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 5
(決)昭51. 1. 7
(施)昭51. 1. 7

医務課

4244 25 衛生統計関係綴 資料の送付について 昭和５０年度
(起)昭50.12.22
(決)昭50.12.22
(施)昭50.12.22

医務課

4244 26 衛生統計関係綴 保健所運営報告等の提出について（事務連絡） 昭和５０年度
(起)昭50.11.27
(決)昭50.11.27
(施)昭50.11.27

医務課

4244 27 衛生統計関係綴 保健所運営報告表の利活用について（照会） 昭和５０年度
(起)昭50. 5.29
(決)昭50. 5.29
(施)昭50. 5.29

医務課

4244 28 衛生統計関係綴
昭和50年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値について（回答）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.23
(決)昭50. 5. 6
(施)昭50. 5. 7

医務課

4244 29 衛生統計関係綴 昭和49年度年報の送付について 昭和５０年度 (収)昭50. 9.22
東海北陸地方医
務局長

4245 1 食中毒統計 食中毒統計作成要領（改正分）の送付について 昭和５３年度
(起)昭53.12. 6
(決)昭53.12. 7
(施)昭53.12. 7

医務課

4245 2 食中毒統計 食中毒統計作成要領の一部改正について（通知） 昭和５３年度
(起)昭53.12. 1
(決)昭53.12. 1
(施)昭53.12. 1

医務課

4245 3 食中毒統計 食中毒統計ついて 昭和５０年度
(起)昭50.12.24
(決)昭50.12.24
(施)昭50.12.24

医務課
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4245 4 食中毒統計 食中毒統計等の実施状況について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 4
(決)昭49. 5. 7
(施)昭49. 5. 7

医務課

4245 5 食中毒統計 食中毒統計等の実施状況について（照会） 昭和４９年度 (収)昭49. 4.30
厚生省大臣官房
統計情報部衛生
統計課長他

4246 1 機械金属工業振興事業 機械金属工業振興事業費補助金の確定について 昭和４４年度 (起)昭44. 4.23 工業課

4246 2 機械金属工業振興事業
機械金属工業振興事業費補助金の交付決定につい
て

昭和４３年度 (起)昭44. 2. 5 工業課

4246 3 機械金属工業振興事業
機械金属工業振興事業費補助金交付要綱について
（うかがい）

昭和４３年度
(起)昭43. 9.19
(施)昭43.10.12

工業課

4247 1 構造改善例規集綴 構造改善例規集綴 昭和４５年度 工業課

4248 1 焼津港飼料　繰上償還
昭和45年度高度化資金（共同施設資金）貸付金の
繰上げ償還について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.22
(決)昭52. 7.25
(施)昭52. 7.28

工業課

4249 1 工業団地関係　藤枝金属工業団地
昭和45年度工場集団化事業の完了期限の延長につ
いて（届出）

昭和４５年度
(起)昭46. 3.31
(決)昭46. 3.31
(施)昭46. 3.31

工業課

4249 2 工業団地関係　藤枝金属工業団地
昭和45年度工場集団化事業の完了期限の延長につ
いて

昭和４５年度
(起)昭46. 3.30
(決)昭46. 3.31

工業課

4249 3 工業団地関係　藤枝金属工業団地
藤枝金属工業団地協同組合の計画診断勧告意見に
ついて

昭和４５年度
(起)昭45.11.16
(決)昭45.11.25

工業課

4249 4 工業団地関係　藤枝金属工業団地 工業団地計画診断にかかる勧告意見について 昭和４５年度 (起)昭45.10.15 工業課

4250 1
工業団地関係・藤枝金属工業団地
（メッキ関係資料）

藤枝金属工業団地問題の経過報告について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.17
(決)昭47. 7.17
(施)昭47. 7.17

工業課

4251 1
農作物有害動植物発生予察事業実
施要綱・要領

農作物有害動植物発生予察事業実施要綱・要領
（冊子）

昭和４６年度 農林省

4252 1
土地利用基盤整備基本調査　No.
１

土地利用基盤整備基本調査について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 4
(施)昭50. 7.20

農地企画課

4253 1
土地利用基盤整備基本調査　No.
２

土地利用基盤整備基本調査　様式１～３ 昭和５０年度 農地企画課

4254 1 土地利用基盤整備基本調査　図面 土地利用基盤整備基本調査　図面 昭和５０年度 農地企画課

4255 1
土地利用基盤整備基本調査　県集
計

土地利用基盤整備基本調査　賦存量・整備水準 昭和５０年度 農地企画課

4256 1
土地利用基盤整備基本調査　沼津
土地改良事務所　１

土地利用基盤整備基本調査　沼津土地改良事務所　
１

昭和５０年度 農地企画課

4257 1
土地利用基盤整備基本調査　沼津
土地改良事務所　２

土地利用基盤整備基本調査　沼津土地改良事務所　
２

昭和５０年度 農地企画課

4258 1
土地利用基盤整備基本調査　島田
土地改良事務所

土地利用基盤整備基本調査　島田土地改良事務所 昭和５０年度 農地企画課
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4259 1
土地利用基盤整備基本調査　磐田
土地改良事務所

土地利用基盤整備基本調査　磐田土地改良事務所 昭和５０年度 農地企画課

4260 1
土地利用基盤整備基本調査　浜松
土地改良事務所

土地利用基盤整備基本調査　浜松土地改良事務所 昭和５０年度 農地企画課

4261 1 豊川用水設計図集 豊川用水設計図集 昭和４３年度 愛知用水公団

4262 1 豊川用水史（資料編） 豊川用水史（資料編）　冊子 昭和４９年度 愛知県

4263 1 豊川用水史 豊川用水史　冊子 昭和４９年度 愛知県

4264 1 愛知用水史　資料編 愛知用水史　資料編　　冊子 昭和４３年度 愛知県

4265 1 豊川用水（設計資料） 豊川用水受託事業　豊川用水（設計資料） 昭和４３年度 愛知県

4266 1
畑地転換対策調査・加須地区報告
書（関連地区・波田地区）

畑地転換対策調査・加須地区報告書　50.３ 昭和４９年度 関東農政局

4267 1 朝比奈川水利機構調査報告書
瀬戸川水系朝比奈川水利機構調査報告書（昭和47
年３月）

昭和４６年度
企画調整部水資
源課

4268 1 農業用地下水の利用実態と対策 農業用地下水の利用実態と対策（昭和47年３月） 昭和４６年度
農林省農地局計
画部資源課

4269 1 農業における地下水利用の実態
農業における地下水利用の実態（関東農政局管内
編）（昭和48年２月）

昭和４７年度 関東農政局

4270 1 林業構造改善事業台帳 林業構造改善事業台帳 昭和４６年度 治山課

4271 1 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設及び改良事業実施計画の変更公告に
ついて

昭和５７年度 (収)昭57. 6. 9
森林開発公団理
事長

4271 2 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設及び改良事業計画の変更（案）の知
事協議について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.28
(決)昭57. 6. 3
(施)昭57. 6. 3

造林課

4271 3 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設及び改良事業実施計画変更（案）の
公表について

昭和５７年度 (収)昭57. 5.10
森林開発公団理
事長

4271 4 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設及び改良事業実施計画変更（案）の
公表について

昭和５５年度 (収)昭56. 3. 6
森林開発公団理
事長

4271 5 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設及び改良事業計画の変更（案）の知
事協議について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

造林課

4271 6 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線開設及び改良事業に
伴う賦課金に対する県の助成率について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.31
(施)昭56. 8. 1

造林課

4271 7 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線開設及び改良事業に
伴う受益者負担金の県費補助の変更について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.20
(決)昭54. 3.20
(施)昭54. 3.20

造林課

4271 8 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線開設及び改良事業に
伴う受益者負担金の県費補助の変更について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.16
(決)昭54. 3.20
(施)昭54. 3.21

造林課

4271 9 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設および改良事業実施計画の変更
（案）の知事協議について

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 6
(決)昭54. 3.12
(施)昭54. 3.12

造林課
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4271 10 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設および改良事業実施計画の変更
（案）の知事協議について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.12
(決)昭54. 3.13
(施)昭54. 3.13

造林課

4271 11 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設および改良事業実施計画の公告につ
いて

昭和４８年度 (起)昭49. 3.28 治山課

4271 12 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設および改良事業実施計画（案）の知
事協議について（回答）

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 6
(決)昭49. 3. 7
(施)昭49. 3. 7

治山課

4271 13 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設および改良事業実施計画（案）の知
事協議について

昭和４８年度 (起)昭49. 3. 8 治山課

4271 14 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線開設および改良事業
にともなう受益者負担金の県費助成について

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 5
(決)昭49. 3. 5
(施)昭49. 3. 5

治山課

4271 15 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線開設および改良事業
にともなう受益者負担金の県費助成について

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 1
(施)昭49. 3. 5

治山課

4271 16 スーパー補助金関係綴
天竜林道開設および改良事業実施計画（案）の公
表について

昭和４８年度
(起)昭49. 2. 9
(決)昭49. 2. 9

治山課

4271 17 スーパー補助金関係綴
森林開発公団法第18条第１項第１号の２の規定に
よる基本計画の制定について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.22
(決)昭49. 1.22
(施)昭49. 1.22

治山課

4271 18 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道整備事業天竜線の賦課調整
業務に係る協議会の開催について

昭和４８年度
(起)昭48.11.27
(決)昭48.11.27
(施)昭48.11.27

治山課

4271 19 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線の説明会の開催につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48.11. 7
(決)昭48.11. 7
(施)昭48.11. 7

治山課

4271 20 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線の説明会の開催につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48.10.17
(決)昭48.10.17
(施)昭48.10.17

治山課

4271 21 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線の基本計画樹立調査
書および誓約書の提出について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.28
(決)昭48. 3.28
(施)昭48. 3.28

治山課

4271 22 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線の誓約書について
（提出）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.23
(決)昭48. 3.27
(施)昭48. 3.27

治山課

4271 23 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道天竜線の打合せ会の開催に
ついて

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 3
(決)昭48. 3. 3
(施)昭48. 3. 3

治山課

4271 24 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道基本計画樹立調査の実施に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47.10.26
(決)昭47.11. 2
(施)昭47.11. 2

治山課

4271 25 スーパー補助金関係綴
特定森林地域開発林道の開設についての陳情書
（天竜線）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.14
(決)昭47. 8.12
(施)昭47. 8.12

治山課

4272 1 天竜線関係綴
特定森林地域開発林道基本計画樹立調査書（天竜
線）の提出について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.23
(決)昭48. 3.27
(施)昭48. 3.27

治山課

4272 2 天竜線関係綴
特定森林地域開発林道整備事業天竜線の調査につ
いて

昭和４７年度 (起)昭47.10. 5 治山課

4272 3 天竜線関係綴
特定森林地域開発林道整備事業天竜線の調査打合
せ会および現地調査について

昭和４７年度 (起)昭47.10. 2 治山課

4272 4 天竜線関係綴
特定森林地域開発林道天竜線の調査打合せについ
て

昭和４７年度 (起)昭47. 8.31 治山課

4272 5 天竜線関係綴
特定森林地域開発林道天竜線の基本計画樹立の現
地調査について

昭和４７年度
(起)昭47.11.21
(決)昭47.11.21
(施)昭47.11.21

治山課
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4272 6 天竜線関係綴
特定森林地域開発林道整備事業天竜線の打合せ会
の開催について

昭和４７年度
(起)昭47.12.18
(決)昭47.12.18
(施)昭47.12.18

治山課

4273 1 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　平塚営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.13 平塚営林署長

4273 2 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　天城営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.23 天城営林署長

4273 3 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　河津営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.15 河津営林署長

4273 4 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　沼津営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.19 沼津営林署長

4273 5 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　静岡営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.17 静岡営林署長

4273 6 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　千頭営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.26 千頭営林署長

4273 7 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　浜松営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.23 浜松営林署長

4273 8 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　水窪営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.19 水窪営林署長

4273 9 県内官行造林地の現況
官行造林地の現況調査について（回答）　気田営
林署

昭和４６年度 (収)昭46. 7.10 気田営林署長

4273 10 県内官行造林地の現況 官行造林地の現況調査について　掛川営林署 昭和４６年度 (収)昭46. 7.13 掛川営林署長

4274 1 拡大造林可能地
拡大造林可能地　県内位置図　下田・沼津・静
岡・金谷・天竜各林業

昭和４６年度 林政課

4275 1 団地造林実施計画認定関係綴 団地造林事業実施計画の認定について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.25
(決)昭47. 5. 4
(施)昭47. 5. 4

森林保護課

4275 2 団地造林実施計画認定関係綴
団地造林事業実施計画の変更の承認について（報
告）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.25
(決)昭47. 5. 4
(施)昭47. 5. 4

森林保護課

4275 3 団地造林実施計画認定関係綴 団地造林事業実施計画の変更承認について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.26
(決)昭46. 6.28
(施)昭46. 6.28

林政課

4275 4 団地造林実施計画認定関係綴 団地造林事業実施計画の認定について 昭和４５年度
(起)昭45.12. 1
(決)昭45.12. 8
(施)昭45.12. 8

造林課

4275 5 団地造林実施計画認定関係綴 団地造林事業実施計画の認定について 昭和４５年度
(起)昭45.11.26
(決)昭45.11.28
(施)昭45.11.28

造林課

4275 6 団地造林実施計画認定関係綴 団地造林事業実施計画の認定について 昭和４５年度
(起)昭45.10.30
(決)昭45.11. 6
(施)昭45.11. 6

造林課

4276 1 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の認定について 昭和５４年度
(起)昭54.12.26
(決)昭54.12.27
(施)昭54.12.27

造林課

4276 2 団地造林事業実施計画認定綴 特殊地拵造林実施計画の認定について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.13
(決)昭53. 1.17
(施)昭53. 1.17

造林課

4276 3 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業促進市町村の指定について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.29
(決)昭52. 8. 1

造林課
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4276 4 団地造林事業実施計画認定綴 特殊地拵造林事業実施計画の変更認定について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.11
(決)昭52. 3.14
(施)昭52. 3.14

造林課

4276 5 団地造林事業実施計画認定綴 特殊地拵造林実施計画の変更認定について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.16
(施)昭51. 3.16

造林課

4276 6 団地造林事業実施計画認定綴 特殊地拵造林実施計画の認定について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.12
(決)昭51. 1.14

造林課

4276 7 団地造林事業実施計画認定綴 特殊地拵造林実施計画の認定について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.12
(決)昭51. 1.14

造林課

4276 8 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の変更承認について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.26
(決)昭50. 6.30

造林課

4276 9 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の変更承認について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 9
(決)昭50. 1.13
(施)昭50. 1.13

森林保護課

4276 10 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業促進市町村の指定について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.23
(決)昭49. 4.24
(施)昭49. 5. 7

森林保護課

4276 11 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業促進市町村の指定について 昭和４８年度 (収)昭48. 8. 2 農林大臣

4276 12 団地造林事業実施計画認定綴
団地造林事業促進市町村の指定について（承認申
請）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.26
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 6.30

森林保護課

4276 13 団地造林事業実施計画認定綴
団地造林事業実施計画の変更承認について（報
告）

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 4
(決)昭49. 4. 8
(施)昭49. 4. 9

森林保護課

4276 14 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の変更承認について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.21
(決)昭48. 7.24
(施)昭48. 7.25

森林保護課

4276 15 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の承認について（報告） 昭和４８年度
(起)昭48. 4.12
(決)昭48. 4.19
(施)昭48. 4.20

森林保護課

4276 16 団地造林事業実施計画認定綴
団地造林事業実施計画の変更の承認について（報
告）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.12
(決)昭48. 4.19
(施)昭48. 4.20

森林保護課

4276 17 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の承認について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.29
(決)昭48. 2. 1
(施)昭48. 2. 1

森林保護課

4276 18 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の変更承認について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.31
(決)昭48. 2. 1
(施)昭48. 2. 1

森林保護課

4276 19 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の変更承認について 昭和４７年度
(起)昭47.11.30
(決)昭47.12. 4
(施)昭47.12. 4

森林保護課

4276 20 団地造林事業実施計画認定綴 団地造林事業実施計画の変更承認について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.16
(決)昭47. 5.19
(施)昭47. 5.20

森林保護課

4277 1 水中いけす養殖施設設置事業 栽培漁場開発実験調査竣工検査復命書 昭和４７年度 (起)昭48. 3.22 水産課

4277 2 水中いけす養殖施設設置事業 栽培漁場開発実験調査中間検査復命書 昭和４７年度 (起)昭48. 3. 1 水産課

4277 3 水中いけす養殖施設設置事業
水中いけす養殖施設設置事業の工事請負契約につ
いて

昭和４７年度 (起)昭47.12.27 水産課

4277 4 水中いけす養殖施設設置事業 水中いけす養殖施設事業工事契約 昭和４７年度
(起)昭47.12.22
(決)昭47.12.25

水産課
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4277 5 水中いけす養殖施設設置事業 昭和47年度水中いけす養殖施設設置事業 昭和４７年度
(起)昭47.12.19
(決)昭47.12.20

水産課

4278 1 稲生沢川漁場調査結果 （写）稲生沢川漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4279 1 佐久間ダム漁場調査結果 漁業権免許申請書等の写 昭和４８年度 水産課

4280 1 興津川漁場調査結果 漁業権免許申請書等の写 昭和４８年度 水産課

4281 1 都田川漁場調査結果 漁業権免許申請書等の写 昭和４８年度 水産課

4282 1 松川漁場調査結果 遊魚規制変更認可申請書について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 2 水産課

4282 2 松川漁場調査結果 覚書 水産課

4283 1 白田川漁場調査結果 白田川漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4284 1 仁科川漁場調査結果 仁科川漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4285 1 瀬戸朝比奈川漁場調査結果 瀬戸朝比奈川漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4286 1 入野漁場調査結果 入野漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4287 1 大千瀬川漁場調査結果 大千瀬川漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4288 1 河津川漁場調査結果 河津川漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4289 1 富士川芝川地区漁場調査結果 富士川芝川地区漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4290 1 阿多古川漁場調査結果 阿多古川漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4291 1 原野谷川漁場調査結果 原野谷川漁場調査結果 昭和４８年度 水産課

4292 1 安倍藁科川漁場調査結果 安倍藁科川漁業調査結果 昭和４８年度 水産課

4293 1 太田川漁場調査結果 大田川漁業調査結果 昭和４８年度 水産課

4294 1 井川・畑薙湖漁場調査結果 井川・畑薙湖漁業調査結果 昭和４８年度 水産課

4295 1 鯨ケ池漁場調査結果 鯨ケ池漁業調査結果 昭和４８年度 水産課

4296 1 水窪川漁場調査結果 水窪川漁業調査結果 昭和４８年度 水産課
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4297 1 気田川漁場調査結果 気田川漁業調査結果 昭和４８年度 水産課

4298 1 狩野川漁場調査結果 狩野川漁業調査結果 昭和４８年度 水産課

4299 1 土肥町河川漁場調査結果 土肥町河川漁業調査結果 昭和４８年度 水産課

4300 1 桃沢川漁場調査結果
長泉町桃沢川アマゴ試験放流に伴う禁魚区指定に
ついてお願い（副本）

昭和５２年度 水産課

4301 1 大井川漁場調査結果 遊魚規則認可申請書（副本） 昭和４８年度 水産課

4302 1 鮎沢川漁場調査結果 漁業権免許申請書 昭和４８年度 水産課

4303 1 天竜川漁場調査結果 要望書 昭和５２年度 水産課

4303 2 天竜川漁場調査結果 漁業権免許申請書（副本） 昭和４８年度 水産課

4303 3 天竜川漁場調査結果 指導要領について 昭和４８年度 (起)昭48. 4. 2 水産課

4304 1 菊川漁場調査結果 漁業権について 昭和４８年度 水産課

4305 1 土地の境界について 公共財産に関する陳情書の処理について 昭和４８年度 (起)昭48. 7.19 公共用地課

4306 1 報告請求回答者
弁護士法に基づく照会に対する報告について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.26
(決)昭49. 6.27
(施)昭49. 6.28

公共用地課

4307 1 清水市官民境界について 官民境界立会の経過について（報告） 昭和４８年度 (起)昭49. 2.13 公共用地課

4308 1 浜松市官民境界 官民境界並びに国有財産取扱いについて 昭和４８年度 (起)昭48. 5.18 公共用地課

4309 1 資料（重要） 南富士ゴルフ倶楽部の問題点等 昭和４９年度 公共用地課

4310 1 南富士ゴルフ場訴訟関係 告発書類（富士市） 昭和４９年度 公共用地課

4311 1
債権者　国　静岡地方裁判所富士
支部

不動産仮処分命令申請書 昭和４９年度 公共用地課

4312 1 位置図、土地宝典図等 位置図、土地宝典図等綴 昭和４９年度 公共用地課

4313 1 法務局提出資料　No.１ 法務局提出資料（県分） 昭和４９年度 公共用地課

4314 1 法務局提出資料　No.２ 法務局提出資料（県分） 昭和４９年度 公共用地課

4315 1 測量杭点検結果報告書 公共測量迸点杭点検調査について（報告）等綴 昭和４９年度 公共用地課
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4315 2 測量杭点検結果報告書
南富士ゴルフ倶楽部に隣接する国有地内の測量抗
等の点検調査結果について

昭和４９年度 (起)昭50. 2.14 公共用地課

4315 3 測量杭点検結果報告書 航空写真等 昭和４９年度 公共用地課

4316 1 浜岡原子力発電所１号炉関係
国有地（海底土地）使用許可に伴う建設大臣の承
認について（伺い）

昭和４５年度
(起)昭45. 4. 6
(決)昭45. 4. 7
(施)昭45. 4. 8

公共用地室

4316 2 浜岡原子力発電所１号炉関係
中部電力㈱浜岡原子力発電所建設に伴う海洋調査
のための海底土地使用許可について（伺い）

昭和４５年度
(起)昭45. 5. 2
(決)昭45. 5. 4
(施)昭45. 5. 4

公共用地室

4316 3 浜岡原子力発電所１号炉関係
中部電力㈱浜岡原子力発電所建設に伴う海洋調査
のための海底土地使用許可料金の改定について

昭和４５年度
(起)昭46. 1. 6
(施)昭46. 1.12

公共用地室

4316 4 浜岡原子力発電所１号炉関係
建設省所管国有財産（海底下）の使用許可に関す
る照会について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 3
(決)昭46. 8.12

公共用地室

4316 5 浜岡原子力発電所１号炉関係
国有地（海底土地）使用許可並びに国有地の既使
用許可分の許可取消について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.10
(決)昭47. 1.12

公共用地室

4316 6 浜岡原子力発電所１号炉関係 国有財産の継続使用許可について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4.10

公共用地課

4316 7 浜岡原子力発電所１号炉関係
浜岡原子力発電所設置に伴う国有地使用料納入告
知について

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 8
(決)昭49. 1.10
(施)昭49. 1.10

公共用地課

4316 8 浜岡原子力発電所１号炉関係
浜岡原子力発電所設置に伴う国有地使用料納入告
知について

昭和４７年度
(起)昭47.12. 7
(決)昭47.12. 9
(施)昭47.12.12

公共用地課

4317 1
静清広域都市計画道路事業変更申
請書（北街道線）

都市計画道路事業の変更認可申請について（北街
道線）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.26
(決)昭50. 3. 3
(施)昭50. 3. 4

計画課

4318 1 財産処分・財産取得 財産の所属替えについて 昭和５７年度 (起)昭57.12.13 職員厚生課

4318 2 財産処分・財産取得 建物滅失登記について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.11
(決)昭58. 1.12
(施)昭58. 1.13

職員厚生課

4318 3 財産処分・財産取得 公舎の用途廃止及び解体撤去について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.14
(決)昭57. 7.24

職員厚生課

4318 4 財産処分・財産取得 公舎の用途廃止及び解体撤去について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.14
(決)昭57. 7.24

職員厚生課

4318 5 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成及び設計について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭57. 4.12
(決)昭57. 4.12
(施)昭57. 4.12

職員厚生課

4318 6 財産処分・財産取得 公舎の用途廃止及び解体撤去について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.27

職員厚生課

4318 7 財産処分・財産取得 公舎の用途廃止及び解体撤去について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.27

職員厚生課

4318 8 財産処分・財産取得 公舎の解体撤去について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.27

職員厚生課

4318 9 財産処分・財産取得 公有財産の所属替え（分掌替え）について 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 5
(施)昭57. 3. 5

職員厚生課

4318 10 財産処分・財産取得 公舎の解体撤去について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 7
(決)昭56. 5.12

職員厚生課
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4318 11 財産処分・財産取得 財産の所属替について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 7

職員厚生課

4318 12 財産処分・財産取得 財産の所属替えについて 昭和５５年度 (起)昭55. 7.29 職員厚生課

4318 13 財産処分・財産取得 財産の分掌替について 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.10

職員厚生課

4318 14 財産処分・財産取得 公舎の解体撤去について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 9 職員厚生課

4318 15 財産処分・財産取得 所属替引継書 昭和５４年度 (起)昭55. 3.28 職員厚生課

4318 16 財産処分・財産取得 財産の所属替えについて 昭和５４年度 (起)昭54. 4.23 職員厚生課

4318 17 財産処分・財産取得 公舎（普通財産建物）の解体撤去について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.24
(決)昭55. 1.28

職員厚生課

4318 18 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.21
(施)昭55. 1.21

職員厚生課

4318 19 財産処分・財産取得 公舎（普通財産建物）の解体撤去について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.26
(決)昭53. 7.27

職員厚生課

4318 20 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 7
(決)昭53. 4. 7
(施)昭53. 4. 7

職員厚生課

4318 21 財産処分・財産取得 財産の所属替えについて 昭和５２年度
(起)昭52.12.15
(決)昭52.12.17

職員厚生課

4318 22 財産処分・財産取得 公舎（普通財産建物）の解体撤去について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.24
(決)昭52. 9. 1

職員厚生課

4318 23 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 4.27
(決)昭52. 4.27
(施)昭52. 4.27

職員厚生課

4318 24 財産処分・財産取得 財産の所属替えについて 昭和５１年度
(起)昭51.12.13
(決)昭51.12.20

職員厚生課

4318 25 財産処分・財産取得 土地分筆の登記について 昭和５１年度
(起)昭51.11.20
(決)昭51.11.20

職員厚生課

4318 26 財産処分・財産取得
公舎（建物・普通財産）の用途廃止及び解体撤去
について

昭和５０年度 (起)昭50.11.27 職員厚生課

4318 27 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50.11.27
(決)昭50.11.27
(施)昭50.11.28

職員厚生課

4318 28 財産処分・財産取得 借受財産の所属替について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.27
(決)昭50. 6. 3

職員厚生課

4318 29 財産処分・財産取得 借受財産の所属替について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.28
(決)昭50. 5.15

職員厚生課

4318 30 財産処分・財産取得 電柱の移設について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 1
(決)昭50. 5. 2
(施)昭50. 6.12

職員厚生課

4318 31 財産処分・財産取得 財産管理について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.17 職員厚生課
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4318 32 財産処分・財産取得 沓谷公舎入居者よりの確約書について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 3.15
(決)昭50. 3.24
(施)昭50. 3.25

職員厚生課

4318 33 財産処分・財産取得 借地返還に伴う水道引込管の所有者変更について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.24
(決)昭50. 2.25
(施)昭50. 2.25

職員厚生課

4318 34 財産処分・財産取得 借受財産の所属替について 昭和４９年度
(起)昭49.10.22
(決)昭49.11.28

職員厚生課

4318 35 財産処分・財産取得 借地の返還について 昭和４９年度
(起)昭49.10.15
(決)昭49.10.17
(施)昭49.10.17

財政課

4318 36 財産処分・財産取得 公舎の廃止および財産の所属替について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 8.13
(決)昭49. 8.20

職員厚生課

4318 37 財産処分・財産取得 公舎の廃止および財産の所属替について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 8.13
(決)昭49. 8.20

職員厚生課

4318 38 財産処分・財産取得 公舎（普通財産建物）の解体撤去について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.13
(決)昭49. 8.20

職員厚生課

4318 39 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49. 7.19
(決)昭49. 7.20
(施)昭49. 7.22

職員厚生課

4318 40 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 4
(決)昭49. 5. 7

職員厚生課

4318 41 財産処分・財産取得
公舎（建物・普通財産）の用途廃止及び解体撤去
について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.16
(決)昭49. 5.28

職員厚生課

4318 42 財産処分・財産取得 公舎の廃止および財産の分掌替えについて 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 3
(決)昭49. 5.15

職員厚生課

4318 43 財産処分・財産取得 借地の返還について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10.24
(決)昭48.10.24
(施)昭48.11. 1

職員厚生課

4318 44 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和４８年度 (起)昭48. 8. 2 職員厚生課

4318 45 財産処分・財産取得 建物（普通財産）の解体撤去について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 2
(決)昭48. 8.22

職員厚生課

4318 46 財産処分・財産取得 公舎の廃止および財産の所属替えについて 昭和４８年度
(起)昭48. 4.14
(決)昭48. 4.25
(施)昭48. 4.25

職員厚生課

4318 47 財産処分・財産取得
公舎（建物・普通財産）の解体撤去について（う
かがい）

昭和４７年度 (起)昭48. 2. 1 職員厚生課

4318 48 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和４７年度 (起)昭48. 2. 1 職員厚生課

4318 49 財産処分・財産取得
公舎（普通財産・建物）の所属替について（うか
がい）

昭和４７年度
(起)昭47.12.12
(施)昭48. 1.26

職員厚生課

4318 50 財産処分・財産取得
公舎（建物・普通財産）の解体撤去について（う
かがい）

昭和４７年度 (起)昭47.12.12 職員厚生課

4318 51 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和４７年度 (起)昭47.12.13 職員厚生課

4318 52 財産処分・財産取得 分掌替引継書 昭和４７年度 (起)昭47. 4.28 職員厚生課
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4318 53 財産処分・財産取得 現地調査結果報告 昭和４７年度 職員厚生課

4318 54 財産処分・財産取得 県有財産の解体撤去について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.23
(決)昭47. 9. 1

職員厚生課

4318 55 財産処分・財産取得
職員公舎（普通財産・建物）の解体撤去について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.10.29
(決)昭46.11.15

職員厚生課

4318 56 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和４６年度
(起)昭46.10.29
(決)昭46.10.30
(施)昭46.10.30

職員厚生課

4318 57 財産処分・財産取得
建物（普通財産）の解体撤去について（うかが
い）

昭和４６年度
(起)昭46. 4.13
(決)昭46. 4.26

職員厚生課

4318 58 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 6
(決)昭46. 4. 7
(施)昭46. 4. 8

職員厚生課

4318 59 財産処分・財産取得 公舎の用途廃止および財産の所属替について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.  
(決)昭46. 4.20
(施)昭46. 4.20

職員厚生課

4318 60 財産処分・財産取得 普通財産（建物）の解体撤去について（伺い） 昭和４５年度
(起)昭45. 5.22
(決)昭45. 6. 1
(施)昭45. 6. 1

職員厚生課

4318 61 財産処分・財産取得 建物評定調書の作成について（依頼） 昭和４５年度
(起)昭45. 4.25
(決)昭45. 4.27
(施)昭45. 4.27

職員厚生課

4318 62 財産処分・財産取得 公舎の滅失登記について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.29
(決)昭51. 1.30
(施)昭51. 1.30

職員厚生課

4318 63 財産処分・財産取得 職員住宅の滅失登記について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.28
(決)昭51. 4.30

職員厚生課

4318 64 財産処分・財産取得 借地返還後の問題について 昭和５１年度 職員厚生課

4318 65 財産処分・財産取得
大岩宮下１号公舎敷地に係る公図訂正について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.27

職員厚生課

4318 66 財産処分・財産取得 西部独身寮の電話加入申込について 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 4
(決)昭47. 2. 5

職員厚生課

4318 67 財産処分・財産取得 電話加入申込承諾通知書 昭和４４年度 (収)昭45. 1.10
三島電報電話局
長

4318 68 財産処分・財産取得 電話架設申込について（伺い） 昭和４３年度
(起)昭43. 8.13
(決)昭43. 8.14
(施)昭43. 8.15

職員厚生課

4319 1 昭和36年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和36年２月28日開会　
昭和36年３月17日閉会

昭和３５年度
議会事務局議事
課

4319 2 昭和36年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和36年９月20日開会　
昭和36年10月２日閉会

昭和３６年度
議会事務局議事
課

4319 3 昭和36年静岡県議会会議録
静岡県議会９月定例会　衛生警察常任委員会公聴
会会議録　昭和36年10月１日

昭和３６年度
議会事務局議事
課

4319 4 昭和36年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和36年11月30日開会　
昭和36年12月８日閉会

昭和３６年度
議会事務局議事
課

4320 1 昭和37年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和37年２月28日開会　
昭和37年３月19日閉会

昭和３６年度
議会事務局議事
課

495 ページ



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

4320 2 昭和37年静岡県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和37年４月23日開会　
昭和37年４月23日閉会

昭和３７年度
議会事務局議事
課

4320 3 昭和37年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和37年６月25日開会　
昭和37年７月12日閉会

昭和３７年度
議会事務局議事
課

4320 4 昭和37年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和37年９月29日開会　
昭和37年10月９日閉会

昭和３７年度
議会事務局議事
課

4320 5 昭和37年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和37年11月29日開会　
昭和37年12月３日閉会

昭和３７年度
議会事務局議事
課

4321 1 昭和38年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和38年２月26日開会　
昭和38年３月15日閉会

昭和３７年度
議会事務局議事
課

4321 2 昭和38年静岡県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和38年５月10日開会　
昭和38年５月10日閉会

昭和３８年度
議会事務局議事
課

4321 3 昭和38年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和38年６月29日開会　
昭和38年７月６日閉会

昭和３８年度
議会事務局議事
課

4321 4 昭和38年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和38年９月28日開会　
昭和38年10月８日閉会

昭和３８年度
議会事務局議事
課

4321 5 昭和38年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和38年11月27日開会　
昭和38年12月４日閉会

昭和３８年度
議会事務局議事
課

4322 1 昭和39年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和39年２月29日開会　
昭和39年３月19日閉会

昭和３８年度
議会事務局議事
課

4322 2 昭和39年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和39年６月27日開会　
昭和39年７月４日閉会

昭和３９年度
議会事務局議事
課

4322 3 昭和39年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和39年９月22日開会　
昭和39年10月１日閉会

昭和３９年度
議会事務局議事
課

4322 4 昭和39年静岡県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和39年11月28日開会　
昭和39年12月２日閉会

昭和３９年度
議会事務局議事
課

4323 1 昭和40年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和40年２月27日開会　
昭和40年３月19日閉会

昭和３９年度 財政課

4323 2 昭和40年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和40年６月30日開会　
昭和40年７月８日閉会

昭和４０年度 財政課

4323 3 昭和40年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和40年９月28日開会　
昭和40年10月７日閉会

昭和４０年度 財政課

4323 4 昭和40年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和40年11月29日開会　
昭和40年12月　４日閉会

昭和４０年度 財政課

4324 1 昭和41年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和41年２月25日開会　
昭和41年３月18日閉会

昭和４０年度 財政課

4324 2 昭和41年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和41年６月30日開会　
昭和41年７月14日閉会

昭和４１年度 財政課

4324 3 昭和41年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和41年９月30日開会　
昭和41年10月８日閉会

昭和４１年度 財政課

4324 4 昭和41年県議会会議録
全員協議会会議録（台風26号災害関係抜粋）　昭
和41年９月27日開催

昭和４１年度 財政課
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4324 5 昭和41年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和41年11月30日開会　
昭和41年12月７日閉会

昭和４１年度 財政課

4325 1 昭和42年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和42年２月27日開会　
昭和42年３月15日閉会

昭和４１年度 財政課

4325 2 昭和42年県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和42年５月11日開会　
昭和42年５月11日閉会

昭和４２年度 財政課

4325 3 昭和42年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和42年６月30日開会　
昭和42年７月８日閉会

昭和４２年度 財政課

4325 4 昭和42年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和42年９月29日開会　
昭和42年10月11日閉会

昭和４２年度 財政課

4325 5 昭和42年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和42年11月29日開会　
昭和42年12月６日閉会

昭和４２年度 財政課

4326 1 昭和43年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和43年２月27日開会　
昭和43年３月21日閉会

昭和４２年度 財政課

4326 2 昭和43年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和43年６月29日開会　
昭和43年７月15日閉会

昭和４３年度 財政課

4326 3 昭和43年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和43年９月26日開会　
昭和43年10月７日閉会

昭和４３年度 財政課

4326 4 昭和43年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和43年11月30日開会　
昭和43年12月７日閉会

昭和４３年度 財政課

4326 5 昭和43年県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和43年12月21日開会　
昭和43年12月21日閉会

昭和４３年度 財政課

4327 1 昭和44年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和44年２月28日開会　
昭和44年３月20日閉会

昭和４３年度 財政課

4327 2 昭和44年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和44年６月27日開会　
昭和44年７月５日閉会

昭和４４年度 財政課

4327 3 昭和44年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和44年９月29日開会　
昭和44年10月11日閉会

昭和４４年度 財政課

4327 4 昭和44年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和44年11月29日開会　
昭和44年12月６日閉会

昭和４４年度 財政課

4328 1 昭和46年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和46年２月27日開会　
昭和46年３月15日閉会

昭和４５年度 財政課

4328 2 昭和46年県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和46年５月10日開会　
昭和46年５月10日閉会

昭和４６年度 財政課

4328 3 昭和46年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和46年６月30日開会　
昭和46年７月10日閉会

昭和４６年度 財政課

4328 4 昭和46年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和46年９月28日開会　
昭和46年10月９日閉会

昭和４６年度 財政課

4328 5 昭和46年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和46年11月29日開会　
昭和46年12月８日閉会

昭和４６年度 財政課

4329 1 昭和47年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和47年２月26日開会　
昭和47年３月17日閉会

昭和４６年度 財政課
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4329 2 昭和47年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和47年６月30日開会　
昭和47年７月８日閉会

昭和４７年度 財政課

4329 3 昭和47年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和47年９月28日開会　
昭和47年10月11日閉会

昭和４７年度 財政課

4329 4 昭和47年県議会会議録
静岡県議会定例会会議録　昭和47年11月30日開会　
昭和47年12月19日閉会

昭和４７年度 財政課

4329 5 昭和47年県議会会議録
静岡県議会臨時会会議録　昭和48年１月12日開会　
昭和48年１月16日閉会

昭和４７年度 財政課

4330 1 収益事業関係綴
モーターボート競走法第２条第１項の規定に基づ
く市町村の指定について（通知）

昭和４７年度 (起)昭47. 4. 6 地方課

4330 2 収益事業関係綴
自転車競走法第１条第１項の規定に基づく市町村
の指定について（通知）

昭和４７年度 (起)昭47. 4. 6 地方課

4330 3 収益事業関係綴
自転車競走法第１条並びにモーターボート競走法
第２条の規定に基づく指定認可の副申について

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 6
(施)昭47. 1.10

地方課

4330 4 収益事業関係綴
昭和47年度における公営競技施行市町村の指定の
申請手続きについて（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.11.26
(施)昭46.11.29

地方課

4330 5 収益事業関係綴 昭和46年度版公営競技台帳の作成について 昭和４６年度 (起)昭46. 7.27 地方課

4330 6 収益事業関係綴 収益事業に関する調について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 6.10
(施)昭46. 6.14

地方課

4331 1 47起債許可台帳 昭和47年度起債許可書 昭和４６年度 (施)昭47. 1.17 地方課

4331 2 47起債許可台帳 昭和47年度起債許可書 昭和４７年度 (施)昭48. 1.29 地方課

4331 3 47起債許可台帳 地方公共団体に対する融通利息の引下げ 昭和４７年度 (収)昭48. 1.19 東海郵政局長

4331 4 47起債許可台帳 資金運用部の長期資金の融通について 昭和４７年度 (収)昭47.11.30
自治省財政局地
方債課長

4332 1 48起債許可台帳 昭和48年度起債許可台帳 昭和４８年度 地方課

4333 1
旧町村職員恩給組合資産管理組合
規約変更

旧町村職員恩給組合資産管理組合規約変更 昭和４８年度 地方課

4334 1 大須賀町・大東町火葬場組合 一部事務組合の解散届出書 昭和５３年度 (収)昭53.12.19 地方課

4334 2 大須賀町・大東町火葬場組合
一部事務組合の設立許可について（伺い）
（大須賀町・大東町火葬場組合）

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 1
(決)昭48. 4. 1
(施)昭48. 4. 1

地方課

4335 1 島田北榛原隔離病舎組合
島田・北榛原隔離病組合の設立許可について（伺
い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.24
(決)昭47. 3.30
(施)昭47. 3.31

地方課

4335 2 島田北榛原隔離病舎組合 一部事務組合の規約変更について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 2
(決)昭50. 7. 3
(施)昭50. 7. 3

地方課

4335 3 島田北榛原隔離病舎組合 一部事務組合の規約変更について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.29
(決)昭51. 1.30
(施)昭51. 1.30

地方課
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4336 1
市町村非常勤職員公務災害補償組
合規約の一部変更許可申請書

一部事務組合の規約変更の許可について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 4.14
(決)昭47. 4.17
(施)昭47. 4.17

地方課

4337 1
市町村非常勤職員公務災害補償組
合

一部事務組合の規約の変更許可について（伺い）
（静岡県非常勤職員公務災害補償組合）

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 1
(決)昭48. 4. 1
(施)昭48. 4. 1

地方課

4337 2
市町村非常勤職員公務災害補償組
合

一部事務組合の構成団体の数の増減及び規約の変
更の許可について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.13
(施)昭59. 3.13

市町村課

4338 1 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建完了の確認について 昭和４６年度
(起)昭46.10.21
(決)昭46.10.25

地方課

4338 2 財政再建計画書（修善寺町）
修善寺町財政再建完了報告にかかる確認について
（副申）

昭和４６年度 (起)昭46. 9. 9 地方課

4338 3 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建完了報告書の進達について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 5
(決)昭46. 8.10
(施)昭46. 8.11

地方課

4338 4 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 5
(決)昭46. 8.10
(施)昭46. 8.11

地方課

4338 5 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 5
(決)昭46. 8.10
(施)昭46. 8.11

地方課

4338 6 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４６年度
(起)昭46. 3.31
(決)昭46. 3.31
(施)昭46. 4. 7

地方課

4338 7 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４５年度
(起)昭46. 1.12
(決)昭46. 1.14
(施)昭46. 1.16

地方課

4338 8 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告書 昭和４５年度
(起)昭46. 1.12
(決)昭46. 1.14
(施)昭46. 1.16

地方課

4338 9 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４５年度
(起)昭45. 9.29
(決)昭45.10. 1
(施)昭45.10. 1

地方課

4338 10 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告書 昭和４５年度
(起)昭45. 9.29
(決)昭45.10. 1
(施)昭45.10. 1

地方課

4338 11 財政再建計画書（修善寺町） 再建団体指導書について 昭和４４年度 (収)昭44. 5.30
自治省財務局指
導課長

4338 12 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画実施状況監査報告書 昭和４４年度
(起)昭45. 3.26
(決)昭45. 3.26
(施)昭45. 3.26

地方課

4338 13 財政再建計画書（修善寺町）
財政再建団体の財政再建計画実施状況監査につい
て

昭和４４年度 (起)昭45. 2.28 地方課

4338 14 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告書 昭和４４年度
(起)昭45. 3.23
(決)昭45. 3.23
(施)昭45. 3.23

地方課

4338 15 財政再建計画書（修善寺町） 準用団体に対する一時借入金の融資について 昭和４４年度
(起)昭45. 3.26
(決)昭45. 3.26
(施)昭45. 3.26

地方課

4338 16 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４４年度
(起)昭44.12.16
(決)昭44.12.26
(施)昭44.12.26

地方課

4338 17 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告書 昭和４４年度 (起)昭44.12.16 地方課

4338 18 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４４年度
(起)昭44.10. 4
(決)昭44.10. 4
(施)昭44.10. 4

地方課
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4338 19 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告書 昭和４４年度
(起)昭44.10. 4
(決)昭44.10. 4
(施)昭44.10. 4

地方課

4338 20 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告書 昭和４４年度 (起)昭44. 7.14 地方課

4338 21 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４４年度
(起)昭44. 7.14
(決)昭44. 7.16
(施)昭44. 7.16

地方課

4338 22 財政再建計画書（修善寺町） 準用団体に対する一時借入金の融資について 昭和４３年度
(起)昭44. 3.28
(決)昭44. 3.28
(施)昭44. 3.28

地方課

4338 23 財政再建計画書（修善寺町） 準用団体に対する一時借入金の融資について 昭和４３年度 (起)昭44. 3.28 地方課

4338 24 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建団体財政概要の提出について（連絡） 昭和４３年度 (収)昭44. 3. 1
自治省財務局指
導課長

4338 25 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告書 昭和４３年度 (起)昭44. 3.29 地方課

4338 26 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画実施状況監査報告書 昭和４３年度
(起)昭44. 3.27
(決)昭44. 3.27
(施)昭44. 3.27

地方課

4338 27 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４３年度
(起)昭43.12.25
(決)昭43.12.26
(施)昭43.12.26

地方課

4338 28 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の変更承認について 昭和４３年度
(起)昭43.10. 8
(決)昭43.10. 8
(施)昭43.10. 8

地方課

4338 29 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画変更承認報告書 昭和４３年度
(起)昭43.10. 8
(決)昭43.10. 8
(施)昭43.10. 8

地方課

4338 30 財政再建計画書（修善寺町） 準用団体に対する一時借入金の融資について 昭和４３年度
(起)昭43. 7.12
(決)昭43. 7.15
(施)昭43. 7.15

地方課

4338 31 財政再建計画書（修善寺町） 財政再建計画の承認について 昭和４３年度
(起)昭43. 5.13
(決)昭43. 5.13
(施)昭43. 5.13

地方課

4338 32 財政再建計画書（修善寺町） 寄附金等支出の承認について 昭和４３年度
(起)昭43. 4.27
(決)昭43. 4.30
(施)昭43. 4.30

地方課

4338 33 財政再建計画書（修善寺町） 寄附金等支出承認報告書 昭和４３年度
(起)昭43. 4.27
(決)昭43. 4.30
(施)昭43. 4.30

地方課

4338 34 財政再建計画書（修善寺町）
地方財政再建促進特別措置法第22条第２項におい
て準用する第２条第１項の指定日について

昭和４２年度 (起)昭43. 3.23 地方課

4338 35 財政再建計画書（修善寺町） 修善寺町の財政再建申出について 昭和４２年度
(起)昭43. 3.18
(決)昭43. 3.19
(施)昭43. 3.19

地方課

4338 36 財政再建計画書（修善寺町） 修善寺町の財政再建計画承認申請について 昭和４２年度
(起)昭43. 3.28
(決)昭43. 3.28
(施)昭43. 3.29

地方課

4338 37 財政再建計画書（修善寺町） 修善寺町の財政再建計画について 昭和４２年度 (起)昭43. 2.27 地方課

4339 1 公有財産、借受財産等台帳綴 昭和46年度 公有財産、借受財産等台帳綴 昭和４６年度 情報システム課

4340 1 昭和46年度天竜川河状調査資料 昭和46年度天竜川河状調査資料 昭和４６年度
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4341 1 昭和47年度天竜川河状調査資料 昭和47年度天竜川河状調査資料 昭和４７年度

4342 1 昭和48年度天竜川河状調査資料 昭和48年度天竜川河状調査資料 昭和４８年度

4343 1 昭和49年度天竜川河状調査資料 昭和49年度天竜川河状調査資料 昭和４９年度

4344 1 昭和50年度天竜川河状調査資料 昭和50年度天竜川河状調査資料 昭和５０年度

4345 1 46統計調査審議会関係綴 第20回静岡県統計調査審議会結果報告について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.27
(決)昭47. 3.27
(施)昭47. 3.30

統計課

4345 2 46統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和４７年度 (起)昭47. 8. 2 統計課

4345 3 46統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.15
(決)昭47. 7.18

統計課

4345 4 46統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の任命委嘱について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.10
(決)昭47. 3.13
(施)昭47. 3.15

統計課

4345 5 46統計調査審議会関係綴 静岡県統計審議会委員の委嘱について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.28
(決)昭47. 3. 2
(施)昭47. 3. 3

統計課

4345 6 46統計調査審議会関係綴 第20回統計調査審議会の開催について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.28
(決)昭47. 3.15

統計課

4346 1 47統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 8.28
(決)昭48. 8.31
(施)昭48. 9. 4

統計課

4346 2 47統計調査審議会関係綴 静岡県統計調査審議会委員の委嘱替えについて 昭和４８年度
(起)昭48. 7.14
(決)昭48. 7.14
(施)昭48. 7.17

統計課

4346 3 47統計調査審議会関係綴 県民栄養実態調査の条例適用について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.24
(決)昭48. 5.25
(施)昭48. 5.28

統計課

4346 4 47統計調査審議会関係綴
第21回静岡県統計調査審議会の結果について（報
告）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.26
(決)昭48. 3.29
(施)昭48. 3.30

統計課

4346 5 47統計調査審議会関係綴 第21回統計調査審議会提出資料について（照会） 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 7
(決)昭48. 2. 8
(施)昭48. 2. 9

統計課

4346 6 47統計調査審議会関係綴
第21回静岡県統計調査審議会における委員長のあ
いさつについて（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.16
(決)昭48. 3.17

統計課

4346 7 47統計調査審議会関係綴
第21回静岡県統計調査審議会の開催について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 5
(決)昭48. 3. 6
(施)昭48. 3. 7

統計課

4346 8 47統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 5
(決)昭48. 3. 5

統計課

4346 9 47統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 5
(決)昭48. 3. 6
(施)昭48. 3. 6

統計課

4346 10 47統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替について
（伺い）

昭和４７年度 (起)昭47. 8. 2 統計課

4346 11 47統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.22
(決)昭47. 8.24

統計課
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4347 1 49統計調査審議会関係綴 第22回静岡県統計調査審議会結果報告について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 1
(決)昭50. 4. 1
(施)昭50. 4. 1

統計課

4347 2 49統計調査審議会関係綴
第22回静岡県統計調査審議会の開催について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭50. 3. 3
(決)昭50. 3. 3
(施)昭50. 3. 3

統計課

4347 3 49統計調査審議会関係綴 統計調査審議会提出資料の収集について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.20
(決)昭50. 2.20
(施)昭50. 2.20

統計課

4347 4 49統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11. 1
(決)昭49.11. 1

統計課

4347 5 49統計調査審議会関係綴 附属機関等の委員名簿について 昭和４９年度 (決)昭49. 7.29 統計課

4347 6 49統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.22
(決)昭49. 3.23

統計課

4347 7 49統計調査審議会関係綴 静岡県統計審議会委員の委嘱について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 7
(決)昭49. 3.14
(施)昭49. 3.15

統計課

4348 1 50統計調査審議会関係綴 第23回静岡県統計調査審議会議事録について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.26
(決)昭51. 3.30
(施)昭51. 3.30

統計課

4348 2 50統計調査審議会関係綴 静岡県統計調査審議会委員の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭50.12. 1
(決)昭50.12. 1

統計課

4348 3 50統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て

昭和５０年度
(起)昭50.11.17
(決)昭50.11.19

統計課

4348 4 50統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50.11.11
(決)昭50.11.17

統計課

4348 5 50統計調査審議会関係綴
附属機関　静岡県統計調査審議会委員の委嘱につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 7.21
(決)昭50. 7.31
(施)昭50. 8. 1

統計課

4348 6 50統計調査審議会関係綴 統計調査審議会委員の委嘱替えについて 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 1
(決)昭50. 7. 1
(施)昭50. 7.11

統計課

4348 7 50統計調査審議会関係綴 統計調査審議会議案および報告資料について 昭和５０年度 統計課

4348 8 50統計調査審議会関係綴 第23回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 1
(決)昭51. 3. 2
(施)昭51. 3. 2

統計課

4349 1 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 2 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 3 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 4 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 5 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 6 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課
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4349 7 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 8 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 9 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 10 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.12

職業安定課

4349 11 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 6
(決)昭47. 3. 7

職業安定課

4349 12 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.20
(決)昭47. 4.25

職業安定課

4349 13 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47. 5. 1
(決)昭47. 5. 2

職業安定課

4349 14 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.19

職業安定課

4349 15 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.19

職業安定課

4349 16 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.19

職業安定課

4349 17 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.19

職業安定課

4349 18 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.24
(決)昭47. 5.25

職業安定課

4349 19 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.24
(決)昭47. 5.25

職業安定課

4349 20 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 7
(決)昭47. 6. 8

職業安定課

4349 21 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 7
(決)昭47. 6. 8

職業安定課

4349 22 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 7
(決)昭47. 6. 8

職業安定課

4349 23 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 7
(決)昭47. 6. 8

職業安定課

4349 24 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 7
(決)昭47. 6. 8

職業安定課

4349 25 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 7
(決)昭47. 6. 8

職業安定課

4349 26 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（新規） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 7
(決)昭47. 6. 8

職業安定課

4349 27 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 5
(決)昭47. 7. 8

職業安定課
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4349 28 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.17
(決)昭47. 7.18

職業安定課

4349 29 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.17
(決)昭47. 7.18

職業安定課

4349 30 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.18
(決)昭47. 7.20

職業安定課

4349 31 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.18
(決)昭47. 7.20

職業安定課

4349 32 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.27
(決)昭47. 7.29

職業安定課

4349 33 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職業安定課

4349 34 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職業安定課

4349 35 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職業安定課

4349 36 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職業安定課

4349 37 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職業安定課

4349 38 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職業安定課

4349 39 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（新規） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職業安定課

4349 40 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（新規） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 8.21

職業安定課

4349 41 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 7
(決)昭47. 9. 8

職業安定課

4349 42 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 7
(決)昭47. 9. 8

職業安定課

4349 43 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.17

職業安定課

4349 44 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.17

職業安定課

4349 45 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.17

職業安定課

4349 46 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.17

職業安定課

4349 47 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.17

職業安定課

4349 48 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.17

職業安定課
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4349 49 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 9
(決)昭47.11.11

職業安定課

4349 50 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 9
(決)昭47.11.11

職業安定課

4349 51 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 9
(決)昭47.11.10

職業安定課

4349 52 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 9
(決)昭47.11.10

職業安定課

4349 53 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 9
(決)昭47.11.10

職業安定課

4349 54 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 9
(決)昭47.11.10

職業安定課

4349 55 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.11.24
(決)昭47.11.27

職業安定課

4349 56 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.11.14
(決)昭47.11.14

職業安定課

4349 57 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.11.14
(決)昭47.11.14

職業安定課

4349 58 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.11.14
(決)昭47.11.14

職業安定課

4349 59 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.12.12
(決)昭47.12.14

職業安定課

4349 60 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４７年度
(起)昭47.12.21
(決)昭47.12.23

職業安定課

4349 61 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47.12.21
(決)昭47.12.23

職業安定課

4349 62 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭47.12.21
(決)昭47.12.23

職業安定課

4349 63 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 1.10
(決)昭48. 1.11

職業安定課

4349 64 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 1.10
(決)昭48. 1.11

職業安定課

4349 65 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 5
(決)昭48. 2. 5

職業安定課

4349 66 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 5
(決)昭48. 2. 5

職業安定課

4349 67 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 5
(決)昭48. 2. 5

職業安定課

4349 68 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 5
(決)昭48. 2. 5

職業安定課

4349 69 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.16
(決)昭48. 3.19

職業安定課

505 ページ



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

4349 70 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.16
(決)昭48. 3.19

職業安定課

4349 71 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.16
(決)昭48. 3.19

職業安定課

4349 72 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.16
(決)昭48. 3.19

職業安定課

4349 73 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.16
(決)昭48. 3.19

職業安定課

4349 74 47有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.16
(決)昭48. 3.19

職業安定課

4350 1 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 2 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 3 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 4 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 5 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 6 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 7 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 8 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 9 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 10 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.14

職業安定課

4350 11 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度 (起)昭48. 5.16 職業安定課

4350 12 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度 (起)昭48. 5.16 職業安定課

4350 13 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度 (起)昭48. 5.16 職業安定課

4350 14 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.15

職業安定課

4350 15 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.15

職業安定課

4350 16 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.15

職業安定課
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4350 17 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.15

職業安定課

4350 18 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.15

職業安定課

4350 19 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.15

職業安定課

4350 20 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.15

職業安定課

4350 21 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.15

職業安定課

4350 22 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.12
(決)昭48. 7.13

職業安定課

4350 23 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.12
(決)昭48. 7.13

職業安定課

4350 24 48有料職業紹介事業許可申請書綴 無料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.12
(決)昭48. 7.13

職業安定課

4350 25 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.12
(決)昭48. 7.13

職業安定課

4350 26 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.12
(決)昭48. 7.13

職業安定課

4350 27 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.10
(決)昭48. 8.10

職業安定課

4350 28 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.10
(決)昭48. 8.10

職業安定課

4350 29 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.10
(決)昭48. 8.10

職業安定課

4350 30 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.12
(決)昭48. 7.13

職業安定課

4350 31 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.20
(決)昭48. 7.25

職業安定課

4350 32 48有料職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業の廃止に伴う保証金の取り戻し
について

昭和４８年度
(起)昭48. 8.30
(決)昭48. 8.30

職業安定課

4350 33 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の廃止について 昭和４８年度 (収)昭48. 8.20 職業安定課

4350 34 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の廃止について 昭和４８年度 (収)昭48. 8.15 職業安定課

4350 35 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.11

職業安定課

4350 36 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.11

職業安定課

4350 37 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.11

職業安定課
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4350 38 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 4

職業安定課

4350 39 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 4

職業安定課

4350 40 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 4

職業安定課

4350 41 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 4

職業安定課

4350 42 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 4

職業安定課

4350 43 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 4

職業安定課

4350 44 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10.31
(決)昭48.10.31

職業安定課

4350 45 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10.31
(決)昭48.10.31

職業安定課

4350 46 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10.31
(決)昭48.10.31

職業安定課

4350 47 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.10.31
(決)昭48.10.31

職業安定課

4350 48 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 8
(決)昭48.12.10

職業安定課

4350 49 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 7

職業安定課

4350 50 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 7

職業安定課

4350 51 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 7

職業安定課

4350 52 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 7

職業安定課

4350 53 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 7

職業安定課

4350 54 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 7

職業安定課

4350 55 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 7

職業安定課

4350 56 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 7

職業安定課

4350 57 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 7
(決)昭49. 2. 8

職業安定課

4350 58 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 7
(決)昭49. 2. 8

職業安定課
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4350 59 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 7
(決)昭49. 2. 8

職業安定課

4350 60 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 7
(決)昭49. 2. 8

職業安定課

4350 61 48有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業の変更について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.14
(決)昭49. 2.16
(施)昭49. 2.17

職業安定課

4350 62 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.16
(決)昭49. 3.20

職業安定課

4350 63 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.16
(決)昭49. 3.20

職業安定課

4350 64 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.16
(決)昭49. 3.20

職業安定課

4350 65 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.16
(決)昭49. 3.20

職業安定課

4350 66 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.26

職業安定課

4350 67 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.26

職業安定課

4350 68 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.26

職業安定課

4350 69 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.26

職業安定課

4350 70 48有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.26

職業安定課

4351 1 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

職業安定課

4351 2 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

職業安定課

4351 3 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

職業安定課

4351 4 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

職業安定課

4351 5 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

職業安定課

4351 6 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

職業安定課

4351 7 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

職業安定課

4351 8 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.14
(決)昭49. 5.14

職業安定課

4351 9 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度 (起)昭49. 4.19 職業安定課
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4351 10 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度 (起)昭49. 4.19 職業安定課

4351 11 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度
(起)昭49. 4.11
(決)昭49. 4.12

職業安定課

4351 12 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度
(起)昭49. 4.11
(決)昭49. 4.12

職業安定課

4351 13 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度
(起)昭49. 5.10
(決)昭49. 5.11

職業安定課

4351 14 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 15 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 16 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 17 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 18 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 19 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 20 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 21 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 22 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 23 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 24 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 25 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 7
(決)昭49. 6.10

職業安定課

4351 26 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４９年度 (起)昭49. 4.25 職業安定課

4351 27 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度
(起)昭49. 5.24
(決)昭49. 5.25

職業安定課

4351 28 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(決)昭49. 7.12

職業安定課

4351 29 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(決)昭49. 7.12

職業安定課

4351 30 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(決)昭49. 7.12

職業安定課
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4351 31 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(決)昭49. 7.12

職業安定課

4351 32 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(決)昭49. 7.12

職業安定課

4351 33 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度 (起)昭49. 7.18 職業安定課

4351 34 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 6
(決)昭49. 8. 8

職業安定課

4351 35 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 6
(決)昭49. 8. 8

職業安定課

4351 36 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 6
(決)昭49. 8. 8

職業安定課

4351 37 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 8. 6
(決)昭49. 8. 8

職業安定課

4351 38 49有料職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業における料金票の変更許可手続
きについて（計56件）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.12
(決)昭49. 8.12
(施)昭49. 8.12

職業安定課

4351 39 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 7
(決)昭49. 9. 9

職業安定課

4351 40 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度 (起)昭49. 8.15 職業安定課

4351 41 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度 (起)昭49. 8.15 職業安定課

4351 42 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 7
(決)昭49. 9. 9

職業安定課

4351 43 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 7
(決)昭49. 9. 9

職業安定課

4351 44 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 7
(決)昭49. 9. 9

職業安定課

4351 45 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 7
(決)昭49. 9. 9

職業安定課

4351 46 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更届について 昭和４９年度
(起)昭49.10. 7
(決)昭49.10. 8

職業安定課

4351 47 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度 (起)昭49.10.11 職業安定課

4351 48 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和４９年度 (起)昭49.10.18 職業安定課

4351 49 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課

4351 50 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課

4351 51 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課
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4351 52 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課

4351 53 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課

4351 54 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課

4351 55 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課

4351 56 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課

4351 57 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.11

職業安定課

4351 58 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 9
(決)昭49.12.10

職業安定課

4351 59 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（新規） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.16

職業安定課

4351 60 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.16

職業安定課

4351 61 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.16

職業安定課

4351 62 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.16

職業安定課

4351 63 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.16

職業安定課

4351 64 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.16

職業安定課

4351 65 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.16

職業安定課

4351 66 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 4
(決)昭50. 2. 8

職業安定課

4351 67 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 4
(決)昭50. 2. 8

職業安定課

4351 68 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 4
(決)昭50. 2. 8

職業安定課

4351 69 49有料職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更許可申請について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 4
(決)昭50. 2. 8

職業安定課

4351 70 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の廃止について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 4
(決)昭50. 2. 7

職業安定課

4351 71 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（新規） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 4
(決)昭50. 3. 5

職業安定課

4351 72 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 4
(決)昭50. 3. 5

職業安定課

512 ページ



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

4351 73 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 4
(決)昭50. 3. 5

職業安定課

4351 74 49有料職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 4
(決)昭50. 3. 5

職業安定課

4351 75 49有料職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可にともなう供託書正本
（写）の提出について　（継続）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.12
(決)昭50. 2.14

職業安定課

4352 1 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更許可申請について 昭和４９年度 (収)昭50. 2.28 職業安定課

4352 2 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５０年度
(起)昭50. 4.10
(決)昭50. 4.11

職業安定課

4352 3 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

職業安定課

4352 4 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

職業安定課

4352 5 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

職業安定課

4352 6 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

職業安定課

4352 7 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

職業安定課

4352 8 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

職業安定課

4352 9 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.25
(決)昭50. 2.26

職業安定課

4352 10 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

職業安定課

4352 11 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 3.12
(決)昭50. 3.17

職業安定課

4352 12 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 3.12
(決)昭50. 3.17

職業安定課

4352 13 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

職業安定課

4352 14 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.25
(決)昭50. 2.26

職業安定課

4352 15 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５０年度 (起)昭50. 4.15 職業安定課

4352 16 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 7 職業安定課

4352 17 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 7 職業安定課

4352 18 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 7 職業安定課
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4352 19 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５０年度 (起)昭50. 5.12 職業安定課

4352 20 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 6 職業安定課

4352 21 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 6 職業安定課

4352 22 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 6 職業安定課

4352 23 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 6 職業安定課

4352 24 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 6 職業安定課

4352 25 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 6 職業安定課

4352 26 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 6 職業安定課

4352 27 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 6 職業安定課

4352 28 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 8 職業安定課

4352 29 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 8 職業安定課

4352 30 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 8 職業安定課

4352 31 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 8 職業安定課

4352 32 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 8 職業安定課

4352 33 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 8 職業安定課

4352 34 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の廃止について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 8 職業安定課

4352 35 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 8. 8 職業安定課

4352 36 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 8. 8 職業安定課

4352 37 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 8. 8 職業安定課

4352 38 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 8. 8 職業安定課

4352 39 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の廃止について 昭和５０年度 (起)昭50. 8.19 職業安定課
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4352 40 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 8 職業安定課

4352 41 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 8 職業安定課

4352 42 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 8 職業安定課

4352 43 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 8 職業安定課

4352 44 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 8 職業安定課

4352 45 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50.10. 3 職業安定課

4352 46 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50.10. 3 職業安定課

4352 47 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50.10. 3 職業安定課

4352 48 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭50.10. 3 職業安定課

4352 49 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５０年度 (起)昭50.10.20 職業安定課

4352 50 50民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５０年度
(起)昭50.10.24
(決)昭50.10.25

職業安定課

4352 51 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５０年度 (起)昭50.10.31 職業安定課

4352 52 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５０年度 (起)昭50.11. 5 職業安定課

4352 53 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 7
(決)昭50.11. 7

職業安定課

4352 54 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 7
(決)昭50.11. 7

職業安定課

4352 55 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 7
(決)昭50.11. 7

職業安定課

4352 56 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 7
(決)昭50.11. 7

職業安定課

4352 57 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 7
(決)昭50.11. 7

職業安定課

4352 58 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の供託金について 昭和５０年度 (起)昭50.11.28 職業安定課

4352 59 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50.12. 9
(決)昭50.12.13

職業安定課

4352 60 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭50.12. 9
(決)昭50.12.13

職業安定課

515 ページ



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

4352 61 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５０年度 (起)昭50.12. 6 職業安定課

4352 62 50民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５０年度 (起)昭50.12.11 職業安定課

4352 63 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.12
(決)昭51. 1.13

職業安定課

4352 64 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.12
(決)昭51. 1.13

職業安定課

4352 65 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.12
(決)昭51. 1.13

職業安定課

4352 66 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 7
(決)昭51. 2.13

職業安定課

4352 67 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 7
(決)昭51. 2.13

職業安定課

4352 68 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 7
(決)昭51. 2.13

職業安定課

4352 69 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 7
(決)昭51. 2.13

職業安定課

4352 70 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 7
(決)昭51. 2.13

職業安定課

4352 71 50民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業許可料納入告知書紛失に伴う再
発行の進達について

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 6
(決)昭51. 3. 8
(施)昭51. 3. 9

職業安定課

4352 72 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.10 職業安定課

4352 73 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.10 職業安定課

4352 74 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.10
(決)昭51. 3.12

職業安定課

4352 75 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.10 職業安定課

4352 76 50民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.10 職業安定課

4353 1
防災ダム都田川地区計画変更概要
書

防災ダム都田川地区計画変更概要表 昭和５０年度 農業技術課

4354 1
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の定款変更の
許可について（伺い）

平成　５年度
(起)平 5. 4.14
(決)平 5. 4.23
(施)平 5. 4.23

茶業農産課

4354 2
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の監事異動届
出書について（供覧）

平成　４年度 (起)平 5. 3.11 茶業農産課

4354 3
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の理事の変更
登記完了届出書、資産総額変更登記完了届出書及
び監事異動届出書について（供覧）

平成　３年度
(起)平 3. 6.21
(決)平 3. 7. 2

茶業農産課
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4354 4
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会にかかる設立
登記等完了届出書について（供覧）

平成　２年度
(起)平 2.11. 5
(決)平 2.11. 6

茶業農産課

4354 5
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会にかかる設立
登記等完了届出書及び監事異動届出書について
（供覧）

平成　２年度
(起)平 2. 6.25
(決)平 2. 6.25

茶業農産課

4354 6
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の設立登記等
完了届及び監事異動届について（供覧）

昭和６２年度 (起)昭62. 6.23 茶業農産課

4354 7
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の定款の変更
について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

茶業農産課

4354 8
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の業務方法書
の変更について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

茶業農産課

4354 9
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

（社）静岡県農協茶取引補償協会にかかる設立登
記等完了届出書・監事異動届出書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 5
(決)昭59. 7. 6

茶業農産課

4354 10
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

（社）県農協茶取引補償協会にかかる設立登記等
完了届の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 3

茶業農産課

4354 11
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

（社）県農協茶取引補償協会にかかる設立登記等
完了届の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 3

茶業農産課

4354 12
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

（社）県農協茶取引補償協会にかかる監事異動届
の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 9
(決)昭58. 6.14

茶業農産課

4354 13
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の業務方法書
の変更について

昭和５４年度 (起)昭54. 4.13 茶業農産課

4354 14
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

静岡県農協茶取引補償協会の理事変更に伴う登記
完了届について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.14
(決)昭52. 4.15

茶業農産課

4354 15
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の監事異動届
出について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 6
(決)昭52. 4. 7

茶業農産課

4354 16
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の業務方法書
の変更認可について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 2
(決)昭52. 4. 7
(施)昭52. 4. 8

茶業農産課

4354 17
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

（社）静岡県農協茶取引補償協会の監事異動届出
書について（供覧）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.15
(決)昭51. 5.20
(施)昭51. 5.20

茶業農産課

4354 18
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.20
(施)昭51. 4.20

茶業農産課

4354 19
農協茶取引補償協会設立許可、定
款変更綴

社団法人静岡県農協茶取引補償協会の設立につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 3. 1
(決)昭51. 3.22
(施)昭51. 4. 1

茶業農産課

4355 1
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

（社）静岡県茶手揉保存会の理事変更登記完了届
について（供覧）

平成　５年度 (起)平 5. 5.31 茶業農産課

4355 2
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会の設立登記等完了届
及び理事変更登記完了届について（供覧）

平成　３年度
(起)平 3. 9.13
(決)平 3. 9.25

茶業農産課

4355 3
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会の定款変更の認可に
ついて（伺い）

平成　３年度
(起)平 3. 8. 9
(決)平 3. 8.15
(施)平 3. 8.15

茶業農産課

4355 4
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会の設立登記等完了届
及び監事異動届について（供覧）

平成　元年度
(起)平 1. 6.20
(決)平 1. 6.21

茶業農産課
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4355 5
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会の設立登記等完了届
及び監事異動届について（供覧）

昭和６２年度 (起)昭62. 4.13 茶業農産課

4355 6
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会の設立登記等完了届
について（供覧）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 4.11

茶業農産課

4355 7
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

（社）静岡県茶手揉保存会の監事異動届出につい
て（供覧）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 3
(決)昭60. 4. 5

茶業農産課

4355 8
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会の設立登記等完了届
及び監事異動届の提出について

昭和５８年度 (起)昭58. 4.13 茶業農産課

4355 9
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会の設立登記等完了届
について

昭和５４年度 (起)昭54. 6. 7 茶業農産課

4355 10
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会について 昭和４７年度 (起)昭47.10.19 茶業農産課

4355 11
静岡県茶業会議所設立許可、定款
変更綴

社団法人静岡県茶手揉保存会の設立について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.27
(決)昭47. 9.25
(施)昭47. 9.25

茶業農産課

4356 1 財産処分関係　Ⅰ 公舎の所属替えについて（伺い） 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 2 管財課

4356 2 財産処分関係　Ⅰ 借地していた土地の返還について 昭和５０年度 (起)昭50. 4. 1 林政課

4356 3 財産処分関係　Ⅰ 土地賃貸借契約の解約について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 1
(決)昭50. 2.15
(施)昭50. 2.15

林政課

4356 4 財産処分関係　Ⅰ
静岡林業事務所所長公舎敷地、地代算定について
の契約の締結について

昭和４９年度
(起)昭49.11. 8
(決)昭49.11.12

林政課

4356 5 財産処分関係　Ⅰ 地代の改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.11
(決)昭48. 9.17

林政課

4356 6 財産処分関係　Ⅰ 供覧 昭和４７年度 (起)昭47.10.25 林政課

4356 7 財産処分関係　Ⅰ 借地の地代改正について 昭和４７年度
(起)昭47.10.19
(決)昭47.10.21

林政課

4356 8 財産処分関係　Ⅰ 土地賃貸借契約の締結について 昭和４５年度
(起)昭45.12. 3
(決)昭45.12.11
(施)昭45.12.11

造林課

4356 9 財産処分関係　Ⅰ 供覧 昭和４５年度 (起)昭45.10.24 造林課

4356 10 財産処分関係　Ⅰ 土地賃貸借契約（地代）の締結について 昭和４５年度 (起)昭45.11. 9 造林課

4356 11 財産処分関係　Ⅰ 補助事業により取得した財産の処分について 昭和５０年度 (起)昭50. 6.13 治山課

4356 12 財産処分関係　Ⅰ
天竜林業事務所春野支所治山事業詰所の用途廃止
及び引き継ぎについて

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1.24
(施)昭50. 1.24

林政課

4356 13 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（治山事業現場監督員詰所）の用途廃止
及び取り壊しについて

昭和５２年度
(起)昭52. 8.10
(決)昭52. 8.18
(施)昭52. 8.18

治山課

4356 14 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（天竜林業事務所治山事業現場監督員詰
所）の用途廃止及び取り壊しについて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.10
(決)昭52. 8.10
(施)昭52. 8.10

治山課
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4356 15 財産処分関係　Ⅰ 補助事業により取得した財産の処分について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.11
(決)昭52. 5.21
(施)昭52. 5.21

治山課

4356 16 財産処分関係　Ⅰ
昭和44年度林道開設事業で取得した財産の処分結
果報告

昭和５２年度
(起)昭52.12. 2
(決)昭52.12. 6
(施)昭52.12. 6

造林課

4356 17 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（奥地林道監督員巡回所）の用途廃止及
び引継について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.10
(決)昭52.10.27

造林課

4356 18 財産処分関係　Ⅰ
補助事業により取得した財産の処分承認申請につ
いて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.10
(決)昭52. 9.10
(施)昭52. 9.10

造林課

4356 19 財産処分関係　Ⅰ
用途廃止済財産の処分の変更（取り壊しを引継
に）について

昭和５２年度
(起)昭53. 1.12
(決)昭53. 1.25
(施)昭53. 1.25

治山課

4356 20 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（修善寺治山事業現場監督員宿舎）の用
途廃止及び取り壊しについて

昭和５２年度
(起)昭52.11.26
(決)昭52.12. 6
(施)昭52.12. 6

治山課

4356 21 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（沼津林業事務所治山事業現場監督員詰
所）の用途廃止及び取り壊しについて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.16
(決)昭52.11.26
(施)昭52.11.26

治山課

4356 22 財産処分関係　Ⅰ 行政財産の用途廃止及び引継について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 5.16
(決)昭52. 6.30
(施)昭52. 6.30

管財課

4356 23 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（樹木、囲障）の用途廃止及び取り壊し
について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.10
(決)昭53. 2.10
(施)昭53. 2.10

総務課

4356 24 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（樹木、囲障）の用途廃止及び取り壊し
について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 6
(決)昭53. 2.10
(施)昭53. 2.10

総務課

4356 25 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（桜母樹園関係）の所属替えについて
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 3. 5
(決)昭53. 4. 1

造林課

4356 26 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（金谷林業事務所藤枝治山事業現場監督
員宿舎）の用途廃止及び譲与について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.15
(決)昭53. 3.24
(施)昭53. 3.29

治山課

4356 27 財産処分関係　Ⅰ 所有権移転登記の嘱託について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.27
(決)昭53. 3.28
(施)昭53. 3.29

総務課

4356 28 財産処分関係　Ⅰ 供覧 昭和５３年度 (起)昭53. 5.11 総務課

4356 29 財産処分関係　Ⅰ 供覧 昭和５２年度 (起)昭53. 3.29 総務課

4356 30 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（治山事業現場監督員詰所）の用途廃止
及び取り壊しについて

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 1
(決)昭53. 8.15
(施)昭53. 8.15

総務課

4356 31 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（天竜林業事務所治山事業現場監督員詰
所）の用途廃止及び取り壊しについて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 2
(決)昭53. 8.11
(施)昭53. 8.11

治山課

4356 32 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（金谷林業事務所育種場須山苗畑作業小
屋、倉庫）の用途廃止及び譲渡について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.23
(決)昭54.10. 1

総務課

4356 33 財産処分関係　Ⅰ 供覧 昭和５４年度 (起)昭54.10.18 総務課

4356 34 財産処分関係　Ⅰ
行政財産の用途廃止及び普通財産の解体撤去につ
いて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.10.13
(決)昭54.10.30

総務課

4356 35 財産処分関係　Ⅰ
行政財産の用途廃止及び取り壊しについて（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54.12.27
(決)昭55. 1.14

造林課
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4356 36 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（治山監督員宿舎）の用途廃止及び取り
壊しについて

昭和５４年度
(起)昭55. 2.20
(決)昭55. 2.20
(施)昭55. 2.20

総務課

4356 37 財産処分関係　Ⅰ
行政財産（治山監督員宿舎）の用途廃止及び取り
壊しについて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.15
(決)昭55. 2.20

治山課

4357 1 全国森林計画　No.１ 復命書 昭和５２年度 (起)昭52.12. 2 林政課

4357 2 全国森林計画　No.１
全国森林計画樹立に関する森林計画主管課長会議
の開催について（通知）

昭和５２年度 (収)昭52.11.14 林野庁長官

4357 3 全国森林計画　No.１ 全国森林計画樹立のための資料の提出について 昭和５２年度
(起)昭52.11. 4
(決)昭52.11. 7
(施)昭52.11. 7

林政課

4357 4 全国森林計画　No.１ 全国森林計画樹立のための資料提出について 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 2
(決)昭52. 8. 4

林政課

4357 5 全国森林計画　No.１ 全国森林計画樹立のための資料の提出について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.27
(決)昭52. 7. 5
(施)昭52. 7. 5

林政課

4357 6 全国森林計画　No.１ 全国森林計画樹立のための資料の提出について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.25
(決)昭52. 4.27
(施)昭52. 4.27

林政課

4357 7 全国森林計画　No.１ 全国森林計画関係資料の提出について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.21
(決)昭52. 4.22
(施)昭52. 4.22

林政課

4357 8 全国森林計画　No.１ 全国森林計画の変更について 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 3 農林大臣

4357 9 全国森林計画　No.１
全国森林計画の民有林の整備すべき森林面積伐採
材積等の都道府県別内訳について

昭和５１年度 (収)昭51. 4. 5 林野庁長官

4357 10 全国森林計画　No.１ 全国森林計画の変更について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.17
(決)昭52. 3.17
(施)昭52. 3.17

林政課

4357 11 全国森林計画　No.１ 全国森林計画の変更について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(決)昭49. 7.12
(施)昭49. 7.13

林政課

4357 12 全国森林計画　No.１ 全国森林計画案に対する意見について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(決)昭49. 7.11
(施)昭49. 7.11

林政課

4357 13 全国森林計画　No.１
全国森林計画の民有林の伐採量等の都道府県別の
内訳について

昭和４７年度 (収)昭48. 3.23 林野庁長官

4357 14 全国森林計画　No.１ 全国森林計画の策定について 昭和４７年度 (起)昭48. 3. 3 林政課

4357 15 全国森林計画　No.１ 全国森林計画の日程について 昭和４７年度 (収)昭48. 2. 2 林野庁計画課

4357 16 全国森林計画　No.１
全国森林計画樹立に関する森林計画主管課長会議
について（復命書）

昭和４７年度 (起)昭48. 2. 5 林政課

4357 17 全国森林計画　No.１
全国森林計画樹立に関する森林計画主管課長会議
の開催について（通知）

昭和４７年度 (収)昭48. 1.22 林野庁長官

4357 18 全国森林計画　No.１
全国森林計画数値（民有林）の都道府県別内訳に
ついて 

昭和４７年度 (起)昭48. 1.29 林政課

4357 19 全国森林計画　No.１ 全国森林計画数値の割り振りについて 昭和４７年度 林政課
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4358 1 森林計画書　No.３
地域森林計画変更計画書（天竜・大井・富士・伊
豆）　（変更年月日　昭和55年２月22日）

昭和５４年度 林政課

4358 2 森林計画書　No.３
太井地域森林計画書　（計画期間　昭和54年４月
１日～昭和64年３月31日）

昭和５４年度 林政課

4358 3 森林計画書　No.３
地域森林計画変更計画書　（天竜・安倍・富士・
伊豆森林計画区）

昭和５３年度 林政課

4358 4 森林計画書　No.３
天竜地域森林計画書（天竜森林計画区）　（計画
期間　昭和53年４月１日～昭和63年３月31日）

昭和５３年度 林政課

4358 5 森林計画書　No.３
地域森林計画変更計画書（大井・安倍・富士・伊
豆）　（変更年月日　昭和53年２月17日）

昭和５２年度 林政課

4358 6 森林計画書　No.３
伊豆地域森林計画書　（計画期間　昭和52年４月
１日～昭和63年３月31日）

昭和５２年度 林政課

4358 7 森林計画書　No.３
地域森林計画変更計画書（天竜・大井・安倍・富
士）　（変更年月日　昭和52年２月14日）

昭和５１年度 林政課

4358 8 森林計画書　No.３
富士地域森林計画書　（計画期間　昭和51年４月
１日～昭和61年３月31日）

昭和５１年度 林政課

4358 9 森林計画書　No.３
地域森林計画変更計画書　（変更年月日　昭和51
年６月４日）

昭和５０年度 林政課

4358 10 森林計画書　No.３
安倍地域森林計画書　（計画期間　昭和50年４月
１日～昭和60年３月31日）

昭和５０年度 林政課

4358 11 森林計画書　No.３ 地域森林計画変更計画書 昭和４９年度 林政課

4358 12 森林計画書　No.３
地域森林計画変更計画書　（変更年月日　昭和51
年２月20日）

昭和５０年度 林政課

4358 13 森林計画書　No.３
太井地域森林計画書　（計画期間　昭和49年４月
１日～昭和59年３月31日）

昭和４９年度 林政課

4358 14 森林計画書　No.３
天竜地域森林計画書（天竜森林計画区）　（計画
期間　昭和48年４月１日～昭和58年３月31日）

昭和４８年度 林政課

4358 15 森林計画書　No.３
伊豆地域森林計画書　（計画期間　昭和47年４月
１日～昭和57年３月31日）

昭和４７年度 林政課

4359 1
県立森林公園スポーツ広場事業認
定関係

森林公園スポーツ広場造成に伴う事業認定の意見
書について

昭和４７年度
(起)昭47. 8.15
(決)昭47. 8.18
(施)昭47. 8.19

森林整備課

4359 2
県立森林公園スポーツ広場事業認
定関係

森林公園スポーツ広場買収について 昭和４７年度
(起)昭47. 8. 7
(決)昭47. 8. 7
(施)昭47. 8. 9

森林整備課

4359 3
県立森林公園スポーツ広場事業認
定関係

「県立森林公園スポーツ広場建設工事」に係る事
業認定の確立及び土地収用の手続きについて買収
について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.14
(決)昭48. 3.22
(施)昭48. 3.23

森林整備課

4359 4
県立森林公園スポーツ広場事業認
定関係

静岡県立森林公園スポーツ広場造成工事の事業認
定申請について

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 5
(決)昭47. 9.16
(施)昭47. 9.20

森林整備課

4360 1
定款変更認可綴　田河内渓流漁業
生産組合

田河内渓流漁業生産組合定款 昭和４７年度 水産課

521 ページ



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

4361 1
定款変更認可綴　大八州遠洋漁業
協同組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５２年度
(起)昭52. 7. 2
(決)昭52. 7. 4
(施)昭52. 7. 4

水産課

4361 2
定款変更認可綴　大八州遠洋漁業
協同組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.10
(決)昭52. 2.12
(施)昭52. 2.12

水産課

4361 3
定款変更認可綴　大八州遠洋漁業
協同組合

水産業協同組合の定款変更認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.13
(決)昭47. 6.20
(施)昭47. 6.20

水産課

4362 1
定款変更認可綴　清水遠洋漁業協
同組合

水産業協同組合の定款一部変更認可について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 4
(決)昭46.11.26
(施)昭46.11.26

水産課

4363 1 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7101 昭和４５年度 計画課

4363 2 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7102 昭和４５年度 計画課

4363 3 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7103 昭和４５年度 計画課

4363 4 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7104 昭和４６年度 計画課

4363 5 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7105 昭和４６年度 計画課

4363 6 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7106 昭和４６年度 計画課

4363 7 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7107 昭和４６年度 計画課

4363 8 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7108 昭和４６年度 計画課

4363 9 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7109 昭和４６年度 計画課

4363 10 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7110 昭和４６年度 計画課

4363 11 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7111 昭和４６年度 計画課

4363 12 雑誌「昭和46年区画整理」 区画整理　7112 昭和４６年度 計画課

4364 1 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7201 昭和４６年度 計画課

4364 2 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7202 昭和４６年度 計画課

4364 3 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7203 昭和４６年度 計画課

4364 4 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7204 昭和４７年度 計画課

4364 5 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7205 昭和４７年度 計画課
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4364 6 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7206 昭和４７年度 計画課

4364 7 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7207 昭和４７年度 計画課

4364 8 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7208 昭和４７年度 計画課

4364 9 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7209 昭和４７年度 計画課

4364 10 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7210 昭和４７年度 計画課

4364 11 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7211 昭和４７年度 計画課

4364 12 雑誌「昭和47年区画整理」 区画整理　7212 昭和４７年度 計画課

4365 1 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7301 昭和４７年度 計画課

4365 2 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7302 昭和４７年度 計画課

4365 3 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7303 昭和４７年度 計画課

4365 4 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7304 昭和４８年度 計画課

4365 5 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7305 昭和４８年度 計画課

4365 6 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7306 昭和４８年度 計画課

4365 7 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7307 昭和４８年度 計画課

4365 8 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7308 昭和４８年度 計画課

4365 9 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7309 昭和４８年度 計画課

4365 10 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7310 昭和４８年度 計画課

4365 11 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7311 昭和４８年度 計画課

4365 12 雑誌「昭和48年区画整理」 区画整理　7312 昭和４８年度 計画課

4366 1 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7401 昭和４８年度 計画課

4366 2 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7402 昭和４８年度 計画課
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4366 3 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7403 昭和４８年度 計画課

4366 4 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7404 昭和４９年度 計画課

4366 5 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7405 昭和４９年度 計画課

4366 6 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7406 昭和４９年度 計画課

4366 7 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7407 昭和４９年度 計画課

4366 8 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7408 昭和４９年度 計画課

4366 9 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7409 昭和４９年度 計画課

4366 10 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7410 昭和４９年度 計画課

4366 11 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7411 昭和４９年度 計画課

4366 12 雑誌「昭和49年区画整理」 区画整理　7412 昭和４９年度 計画課

4367 1 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7501 昭和４９年度 計画課

4367 2 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7502 昭和４９年度 計画課

4367 3 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7503 昭和４９年度 計画課

4367 4 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7504 昭和５０年度 計画課

4367 5 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7505 昭和５０年度 計画課

4367 6 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7506 昭和５０年度 計画課

4367 7 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7507 昭和５０年度 計画課

4367 8 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7508 昭和５０年度 計画課

4367 9 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7509 昭和５０年度 計画課

4367 10 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7510 昭和５０年度 計画課

4367 11 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7511 昭和５０年度 計画課
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4367 12 雑誌「昭和50年区画整理」 区画整理　7512 昭和５０年度 計画課

4368 1 建築基準法令集　46.４
建設省住宅局編　建築基準法令集　（昭和46年４
月改編）

昭和４６年度 建築課

4369 1 建築基準法令集　49.２
建設省住宅局編　建築基準法令集　（昭和49年２
月改編）

昭和４８年度 建築課

4370 1 建築基準法令集　49.７
建設省住宅局編　建築基準法令集　（昭和49年７
月改編）

昭和４９年度 建築課

4371 1 建築基準法令集　50.３
建設省住宅局編　建築基準法令集　（昭和50年３
月改編）

昭和４９年度 建築課

4372 1 建築基準法令集　50.３～53.２
建設省住宅局編　建築基準法令集　（昭和50年３
月改編）

昭和４９年度 建築課

4372 2 建築基準法令集　50.３～53.２
建設省住宅局編　建築基準法令集　（昭和51年３
月改編）

昭和５０年度 建築課

4372 3 建築基準法令集　50.３～53.２
建設省住宅局編　建築基準法令集　（昭和52年11
月改編）

昭和５１年度 建築課

4372 4 建築基準法令集　50.３～53.２
建設省住宅局編　建築基準法令集　（昭和53年２
月改編）

昭和５２年度 建築課

4373 1
農村総合整備モデル事業（天城
湯ヶ島）

昭和49年度農村総合整備モデル事業の事業実施計
画の承認及び事業実施地区の採択について

昭和４９年度
(起)昭50. 2.20
(決)昭50. 2.25
(施)昭50. 2.26

農地企画課

4373 2
農村総合整備モデル事業（天城
湯ヶ島）

農村総合整備モデル事業に関する念書の提出につ
いて（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 1.27
(決)昭50. 1.28
(施)昭50. 1.28

農地企画課

4373 3
農村総合整備モデル事業（天城
湯ヶ島）

事業実施採択申請書の提出について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.27
(決)昭50. 1.27
(施)昭50. 1.27

農地企画課

4373 4
農村総合整備モデル事業（天城
湯ヶ島）

農村総合整備モデル事業について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.25
(決)昭50. 2. 5

道路建設課

4373 5
農村総合整備モデル事業（天城
湯ヶ島）

農村総合整備モデル事業計画協議について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.23
(決)昭50. 1.23
(施)昭50. 1.24

農地企画課

4373 6
農村総合整備モデル事業（天城
湯ヶ島）

農村総合整備モデル事業計画協議について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭50. 1.30
(決)昭50. 2. 1
(施)昭50. 2. 2

農地企画課

4374 1
農村総合整備モデル事業（菊川・
韮山）

昭和50年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認について

昭和５０年度
(起)昭50. 6.30
(決)昭50. 7. 7
(施)昭50. 7. 7

農地企画課

4374 2
農村総合整備モデル事業（菊川・
韮山）

昭和50年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の選定にかかわる念書の提出について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 6
(決)昭50. 5. 6
(施)昭50. 5. 6

農地企画課

4374 3
農村総合整備モデル事業（菊川・
韮山）

昭和50年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認申請について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 6
(決)昭50. 5. 6
(施)昭50. 5. 6

農地企画課

4375 1
農村総合整備モデル事業（清水中
部）

農村総合整備計画書の提出について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 5.17
(決)昭51. 5.17

農地企画課

4375 2
農村総合整備モデル事業（清水中
部）

農村総合整備計画作成市町村の選定について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.21
(決)昭50. 7.29
(施)昭50. 7.30

農地企画課

4375 3
農村総合整備モデル事業（清水中
部）

農村総合整備計画市町村の選定協議について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.20
(決)昭50. 6.25
(施)昭50. 6.25

農地企画課
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4375 4
農村総合整備モデル事業（清水中
部）

昭和50年度農村総合整備計画作成費補助金の割当
内示について

昭和５０年度 農地企画課

4375 5
農村総合整備モデル事業（清水中
部）

農村総合整備計画作成市町村の内定について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.19
(決)昭50. 6.20
(施)昭50. 6.20

農地企画課

4376 1
農村総合整備モデル事業（浜松西
北）

昭和50年度農村総合整備モデル事業の事業実施採
択地区の承認申請について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.20
(決)昭50. 5.22
(施)昭50. 5.22

農地企画課

4376 2
農村総合整備モデル事業（浜松西
北）

農村総合整備モデル事業計画協議について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.11
(決)昭50. 4.12

農地企画課

4377 1 農村総合整備モデル事業（豊岡）
昭和50年度農村総合整備モデル事業の事業実施計
画の承認及び事業実施地区の採択について

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 9
(決)昭50. 7.12
(施)昭50. 7.14

農地企画課

4377 2 農村総合整備モデル事業（豊岡）
農村総合整備モデル事業豊岡地区の都市計画との
協議について

昭和５０年度
(起)昭50. 6.13
(施)昭50. 6.14

農地企画課

4377 3 農村総合整備モデル事業（豊岡）
昭和50年度農村総合整備モデル事業実施採択地区
の承認申請について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 3
(決)昭50. 7. 3
(施)昭50. 7. 4

農地企画課

4377 4 農村総合整備モデル事業（豊岡） 豊岡農村総合整備モデル事業計画の協議について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 9 河川課

4377 5 農村総合整備モデル事業（豊岡） 農村総合整備モデル事業計画協議について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 5
(決)昭50. 6. 5
(施)昭50. 6. 5

農地企画課

4378 1 農村地域整備状況調査綴
昭和50年度農村地域整備状況調査委託事業の実績
報告書の提出について

昭和５０年度 (施)昭51. 3.16 農地企画課

4378 2 農村地域整備状況調査綴 農村地域整備状況調査の報告について 昭和５０年度 (施)昭51. 2.27 農地企画課

4378 3 農村地域整備状況調査綴
昭和50年度農村地域整備状況調査委託事業概算払
い請求について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50.10.25
(施)昭50.10.27

農地企画課

4378 4 農村地域整備状況調査綴
昭和50年度農村地域整備状況調査の委託承諾につ
いて（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50. 8.14 農地企画課

4379 1
社団法人報徳社の解散関係綴（安
養寺報徳社）

公益法人の清算結了届の提出について 昭和４７年度 (起)昭48. 1. 5 総務課

4379 2
社団法人報徳社の解散関係綴（安
養寺報徳社）

公益法人の解散に伴う届出書の提出について（う
かがい）

昭和４７年度
(起)昭47.12.18
(決)昭47.12.19
(施)昭47.12.21

総務課

4380 1 49農村総合整備モデル事業 昭和49年度農村総合整備モデル事業 昭和４８年度 農地企画課

4381 1 48農村総合整備モデル事業
昭和48年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.25
(決)昭49. 3. 2
(施)昭49. 3. 5

農地企画課

4381 2 48農村総合整備モデル事業 農村総合整備モデル事業計画協議について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.16
(決)昭49. 4.17
(施)昭49. 4.17

農地企画課

4381 3 48農村総合整備モデル事業 農村総合整備モデル事業計画協議について 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 7 農地企画課

4381 4 48農村総合整備モデル事業
農村総合整備モデル事業等にかかる地方債の対象
事業について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.26
(決)昭49. 3. 2
(施)昭49. 3. 5

農地企画課

4381 5 48農村総合整備モデル事業
昭和48年度農村総合整備モデル事業の事業実施計
画の承認及び事業実施地区の採択について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.26
(決)昭49. 3. 2
(施)昭49. 3. 5

農地企画課
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4381 6 48農村総合整備モデル事業 事業実施採択申請書の提出について 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 8
(決)昭49. 2. 8

県営企画課

4381 7 48農村総合整備モデル事業 農村総合整備モデル事業計画協議について 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 6 県営企画課

4381 8 48農村総合整備モデル事業
昭和49年度農村総合整備モデル事業に関するヒヤ
リングの実施について

昭和４８年度
(起)昭49. 2. 5
(決)昭49. 2. 5
(施)昭49. 2. 5

農地企画課

4381 9 48農村総合整備モデル事業 農村総合整備モデル事業について 昭和４８年度
(起)昭48.12.17
(決)昭48.12.18
(施)昭48.12.18

農地企画課

4381 10 48農村総合整備モデル事業
農村総合整備モデル事業昭和48年度事業実施計画
地域の内定について（通知）

昭和４８年度
(起)昭48.11. 5
(決)昭48.11. 5
(施)昭48.11. 8

農地企画課

4381 11 48農村総合整備モデル事業
昭和48年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認申請について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.28
(決)昭48. 9.28
(施)昭48. 9.28

農地企画課

4382 1 49農村総合整備モデル事業綴
昭和49年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認について（通知）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.20
(決)昭50. 2.25
(施)昭50. 2.26

農地企画課

4382 2 49農村総合整備モデル事業綴
昭和49年度農村総合整備モデル事業の事業実施計
画の承認及び事業実施地区の採択について

昭和４９年度
(起)昭49. 7.16
(決)昭49. 7.19
(施)昭50. 2.20

農地企画課

4382 3 49農村総合整備モデル事業綴
昭和49年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の内定について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 1
(決)昭49. 7. 6
(施)昭50. 2.10

農地企画課

4382 4 49農村総合整備モデル事業綴 事業実施採択申請書の提出について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.13
(決)昭49. 6.13
(施)昭49. 6.14

農地企画課

4382 5 49農村総合整備モデル事業綴
昭和49年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認申請について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.30
(決)昭49. 6. 3
(施)昭49. 6. 3

農地企画課

4383 1
49農村総合整備計画（マスタープ
ラン）綴

農村総合整備計画書の提出について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 7
(決)昭50. 4. 8
(施)昭50. 4.10

農地企画課

4383 2
49農村総合整備計画（マスタープ
ラン）綴

農村総合整備計画作成市町村の選定について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49.12.16
(決)昭49.12.20
(施)昭49.12.20

農地企画課

4383 3
49農村総合整備計画（マスタープ
ラン）綴

農村総合整備計画作成市町村の選定について（協
議）

昭和４９年度
(起)昭49.11.27
(決)昭49.11.27
(施)昭49.11.27

農地企画課

4383 4
49農村総合整備計画（マスタープ
ラン）綴

農村総合整備計画作成市町村の内定について（通
知）

昭和４９年度
(起)昭49.11.19
(決)昭49.11.26
(施)昭49.12. 3

農地企画課

4383 5
49農村総合整備計画（マスタープ
ラン）綴

農村総合整備計画担当者会議について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 8
(決)昭49.11. 8
(施)昭49.11. 8

農地企画課

4384 1 50農村総合整備モデル事業綴
農村総合整備モデル事業に係る農林漁業金融公庫
資金及び農業近代化資金の融資について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.27
(施)昭51. 3. 1

農地企画課

4384 2 50農村総合整備モデル事業綴
昭和50年度農村総合整備モデル事業に関する地方
債のわく配分について

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 5
(施)昭50. 8. 9

農地企画課

4385 1
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和46年度国営小笠山農用地開発事業に伴う換地
処分事業の委託事業実績報告書の提出について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.31
(施)昭47. 3.31

団体営事業課

4385 2
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和46年度国営小笠山農用地開発事業の換地処分
等の委託事業計画の変更について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.15
(施)昭47. 3.15

団体営事業課
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4385 3
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和46年度国営小笠山農用地開発事業の換地処分
等の委託事業計画の変更について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(施)昭47. 3.13

団体営事業課

4385 4
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和46年度国営小笠山開拓パイロット事業の換地
処分等の委託費の概算払請求について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 1
(決)昭47. 3. 1
(施)昭47. 3. 1

団体営事業課

4385 5
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和46年度国営小笠山開拓パイロット事業の換地
処分等の委託事業計画変更承認申請について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.18
(決)昭47. 1.18

団体営事業課

4385 6
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和46年度国営小笠山開拓パイロット事業の換地
処分等の再委託変更申請書

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 8
(決)昭47. 1.18

団体営事業課

4385 7
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和46年度国営小笠山開拓パイロット事業の換地
処分等の再委託申請書

昭和４６年度 (決)昭46.10. 1 団体営事業課

4385 8
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和46年度国営小笠山開拓パイロット事業の換地
処分等の委託について

昭和４６年度 (起)昭46. 9.29 団体営事業課

4385 9
46国営小笠山地区換地業務委託関
係

国営小笠山開拓パイロット事業昭和46年度換地処
分業務計画について

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 2
(決)昭46. 9. 3
(施)昭46. 9. 3

団体営事業課

4386 1
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和47年度国営小笠山農地開発事業に伴う換地処
分事業の委託事業実績報告書の提出について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.31
(決)昭48. 3.31
(施)昭48. 3.31

団体営事業課

4386 2
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和47年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託費の概算払請求について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 1
(決)昭48. 3.21
(施)昭48. 3.25

団体営事業課

4386 3
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和47年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画の変更について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.19
(決)昭48. 3.19
(施)昭48. 3.20

団体営事業課

4386 4
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和47年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画の変更について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.29
(決)昭48. 3.30
(施)昭48. 3.30

団体営事業課

4386 5
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和47年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画変更承認申請について

昭和４７年度
(起)昭48. 1.17
(決)昭48. 3. 1
(施)昭48. 3.10

団体営事業課

4386 6
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和47年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の再委託変更申請書

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 1
(決)昭48. 3. 1
(施)昭48. 3. 1

団体営事業課

4386 7
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和47年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の再委託申請について

昭和４７年度
(起)昭47.11.21
(決)昭47.11.24

団体営事業課

4386 8
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和47年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の受託について

昭和４７年度
(起)昭47.11.13
(決)昭47.11.16
(施)昭47.11.17

団体営事業課

4386 9
47国営小笠山地区換地業務委託関
係

国営小笠山農地開発事業昭和47年度換地処分業務
計画について

昭和４７年度
(起)昭47.10. 9
(決)昭47.10. 9
(施)昭47.10. 9

団体営事業課

4387 1
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和48年度国営小笠山換地処分の委託事業実績報
告について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.31
(決)昭49. 6. 1
(施)昭49. 6. 1

農地管理課

4387 2
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

国営換地業務打合せについて 昭和４９年度
(起)昭49. 4.15
(決)昭49. 4.16
(施)昭49. 4.16

農地管理課

4387 3
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和48年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の再委託について

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 8
(施)昭49. 3. 8

農地管理課

4387 4
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和48年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の受託費の概算払請求について

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 2
(決)昭49. 3. 2
(施)昭49. 3. 4

農地管理課
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4387 5
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和48年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画変更承認申請について

昭和４８年度
(起)昭48.12.13
(決)昭49. 1.21
(施)昭49. 1.21

農地管理課

4387 6
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

換地計画委託費により購入した備品調べについて 昭和４８年度
(起)昭48.11.12
(決)昭48.11.13
(施)昭48.11.14

農地管理課

4387 7
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和48年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の再委託申請について

昭和４８年度
(起)昭48.10. 4
(決)昭48.10. 8
(施)昭48.10. 9

農地管理課

4387 8
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和48年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の業務の委託について

昭和４８年度
(起)昭48. 9.26
(決)昭48.10. 1
(施)昭48.10. 1

農地管理課

4387 9
48国営小笠山地区換地業務委託関
係

国営小笠山農地開発事業昭和48年度換地処分業務
計画について

昭和４８年度
(起)昭48. 7.16
(決)昭48. 7.18
(施)昭48. 7.19

農地管理課

4388 1
49国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和49年度国営小笠山換地処分の委託事業の実績
報告について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(決)昭50. 3.25
(施)昭50. 3.25

農地管理課

4388 2
49国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和49年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の受託費の概算払請求について

昭和４９年度
(起)昭50. 2.26
(決)昭50. 2.26
(施)昭50. 2.26

農地管理課

4388 3
49国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和49年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画変更承認申請について

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 5
(決)昭50. 1.14
(施)昭50. 1.14

農地管理課

4388 4
49国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和49年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の再委託申請について

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 5
(決)昭49. 8. 5
(施)昭49. 8. 5

農地管理課

4388 5
49国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和49年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の業務の受託について

昭和４９年度
(起)昭49. 7.20
(決)昭49. 7.26
(施)昭49. 7.26

農地管理課

4388 6
49国営小笠山地区換地業務委託関
係

国営小笠山農地開発事業昭和49年度換地処分業務
計画について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.27
(決)昭49. 5.31
(施)昭49. 6. 1

農地管理課

4389 1
50国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和50年度国営小笠山換地処分の委託事業の実績
報告について

昭和５０年度 (起)昭51. 3.27 水利整備課

4389 2
50国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和50年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の受託費の概算払請求について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 8 水利整備課

4389 3
50国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和50年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の受託費の概算払請求について

昭和５０年度 (起)昭50.12.22 水利整備課

4389 4
50国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和50年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画変更承認申請について

昭和５０年度
(起)昭50.10.24
(決)昭50.10.29
(施)昭50.10.31

水利整備課

4389 5
50国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和50年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の再委託について（申請）

昭和５０年度
(起)昭50.10. 2
(決)昭50.10. 2
(施)昭50.10. 2

水利整備課

4389 6
50国営小笠山地区換地業務委託関
係

昭和50年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の業務の受託について

昭和５０年度 (起)昭50. 9.30 水利整備課

4389 7
50国営小笠山地区換地業務委託関
係

国営小笠山農地開発事業昭和50年度換地処分業務
計画について

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 9
(決)昭50. 8. 9
(施)昭50. 8. 9

水利整備課

4390 1
50国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和50年度国営小笠山農地開発事業換地処分等の
受託費の額の確定通知について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 8
(決)昭51. 4.17
(施)昭51. 4.17

水利整備課

4390 2
50国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和50年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託について

昭和５０年度
(起)昭50.11.15
(決)昭50.11.17
(施)昭50.11.17

水利整備課

4391 1 種苗要綱 林業苗畑災害共済事業規約 昭和４５年度
静岡県山林種苗
協同組合連合会
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4391 2 種苗要綱
林業用樹苗生産安定対策事業規約・林業用樹苗安
定対策事業業務方法書・残苗補償契約書

昭和４１年度 農林水産部

4391 3 種苗要綱
山林樹苗生産振興対策費補助金交付要綱の制定に
ついて

昭和４５年度
(起)昭45. 5. 7
(決)昭45. 6. 8
(施)昭45. 6. 8

造林課

4392 1 育種要綱 次代検定林業事業補助金交付要綱の廃止について 昭和５４年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 4. 7
(施)昭54. 5. 2

造林課

4392 2 育種要綱
静岡県次代検定林事業補助金交付要綱の制定につ
いて

昭和４４年度
(起)昭45. 1. 9
(決)昭45. 2.14

造林課

4392 3 育種要綱
静岡県林木抵抗性品種選出実施要領の一部改正に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 5.23
(施)昭47. 5.31

森林保護課

4392 4 育種要綱 林木の抵抗性育種事業実施要領実行細則について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 8
(施)昭46. 9.10

林政課

4392 5 育種要綱 林木抵抗性品種選出実施要領の制定について 昭和４５年度
(起)昭45. 8.25
(決)昭45. 9. 1
(施)昭45. 9. 4

造林課

4393 1 造林事業関係例規　No.５ 県単独造林事業実施要領の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 4
(決)昭47. 9. 8
(施)昭47. 9.26

森林保護課

4393 2 造林事業関係例規　No.５
森林施業計画の認定前に造林された造林地に対す
る造林補助の取扱いについて

昭和４７年度
(起)昭47. 8.25
(決)昭47. 8.29
(施)昭47. 8.29

森林保護課

4393 3 造林事業関係例規　No.５ 昭和47年度造林補助標準単価について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.29
(決)昭47. 7.11
(施)昭47. 8. 9

森林保護課

4393 4 造林事業関係例規　No.５
森林組合等の受託造林の諸掛費に対する補助の取
扱いについて

昭和４７年度
(起)昭47. 7.13
(施)昭47. 7.17

森林保護課

4393 5 造林事業関係例規　No.５ 静岡県造林補助金査定要領の改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.29
(決)昭47. 7.11
(施)昭47. 8. 8

森林保護課

4393 6 造林事業関係例規　No.５ 静岡県団地造林事業実施要綱の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.29
(決)昭47. 7.11
(施)昭47. 8. 8

森林保護課

4393 7 造林事業関係例規　No.５ 静岡県造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.29
(決)昭47. 7.11
(施)昭47. 8. 8

森林保護課

4393 8 造林事業関係例規　No.５ 造林関係事業の報告について（通知） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.28
(決)昭47. 6.30
(施)昭47. 7. 3

森林保護課

4393 9 造林事業関係例規　No.５ 静岡県融資造林事業実施要領の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.15
(決)昭47. 6. 2
(施)昭47. 6.21

森林保護課

4393 10 造林事業関係例規　No.５ 県単独造林事業実施要領の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.21
(決)昭47. 6. 5
(施)昭47. 6. 6

森林保護課

4393 11 造林事業関係例規　No.５
湖西町の火災跡地復旧造林に対する造林補助の取
扱いについて

昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.11.30
(施)昭46.11.30

森林保護課

4393 12 造林事業関係例規　No.５ 造林関係例規集の追録補正について 昭和４６年度 (起)昭46.10.20 森林保護課

4393 13 造林事業関係例規　No.５
静岡県集団契約造林事業実施要領の一部改正につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46.10. 8
(施)昭46.10.13

森林保護課

4393 14 造林事業関係例規　No.５
静岡県集団契約造林事業実施要領の一部改正につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 3
(施)昭46. 9.10

森林保護課
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4393 15 造林事業関係例規　No.５ 静岡県造林作業路施行要領の制定について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 2
(施)昭46. 9.14

森林保護課

4393 16 造林事業関係例規　No.５
市町村森林組合の造林補助金事務取扱要領の一部
改正について

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 1
(決)昭46. 9. 7
(施)昭46. 9. 7

森林保護課

4393 17 造林事業関係例規　No.５
造林補助金の交付決定及び確定通知書の様式改正
について

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 1
(決)昭46. 9. 7
(施)昭46. 9. 7

森林保護課

4393 18 造林事業関係例規　No.５ 県単独造林事業実施要領の制定について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 4.23
(決)昭46. 4.28
(施)昭46. 7.31

森林保護課

4393 19 造林事業関係例規　No.５ 静岡県造林補助事業実施要領の改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.17
(施)昭46. 8. 2

森林保護課

4393 20 造林事業関係例規　No.５
静岡県造林補助金査定要領の改正について改正に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 6.17
(施)昭46. 6.29

森林保護課

4393 21 造林事業関係例規　No.５ 静岡県造林補助事業検査内規の改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.11
(施)昭46. 6.15

森林保護課

4393 22 造林事業関係例規　No.５ 昭和46年度造林補助標準単価について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.18
(決)昭46. 5.18
(施)昭46. 5.18

森林保護課

4394 1 造林事業関係例規　No.６ 地域区分について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.18
(決)昭48. 8.25
(施)昭48. 9.19

森林保護課

4394 2 造林事業関係例規　No.６ 地域区分について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.26
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 6.30

森林保護課

4394 3 造林事業関係例規　No.６ 持認事業について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.13
(決)昭48. 9.17
(施)昭48. 9.17

森林保護課

4394 4 造林事業関係例規　No.６ 持認事業について（承認申請） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.26
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 6.30

森林保護課

4394 5 造林事業関係例規　No.６ 造林事業実績の定期報告について 昭和４８年度
(起)昭48.11.27
(決)昭48.12. 1
(施)昭48.12.21

森林保護課

4394 6 造林事業関係例規　No.６ 肥培造林の対象とする土地の土壌型について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 8
(決)昭48.12.12
(施)昭48.12.13

森林保護課

4394 7 造林事業関係例規　No.６ 肥培造林適否の判定基準について 昭和４８年度 (収)昭48. 9.20 林業試験所長

4394 8 造林事業関係例規　No.６ 天然林改良実行基準について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 7
(決)昭48.12.12
(施)昭48.12.13

森林保護課

4394 9 造林事業関係例規　No.６ 静岡県造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48.10.24
(決)昭48.10.27
(施)昭48.11.24

森林保護課

4394 10 造林事業関係例規　No.６
市町村森林組合の造林補助金事務取扱要領の改正
について

昭和４８年度
(起)昭48. 9.28
(決)昭48.10.16
(施)昭48.10.18

森林保護課

4394 11 造林事業関係例規　No.６ 静岡県団地造林事業実施要綱の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.10
(決)昭48. 8.15
(施)昭48. 9. 7

森林保護課

4394 12 造林事業関係例規　No.６
昭和48年度造林事業に係る調整因子適用基準につ
いて（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 9
(決)昭48. 8.13
(施)昭48. 8.13

森林保護課

4394 13 造林事業関係例規　No.６ 静岡県造林補助事業検査内規の改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.18
(決)昭48. 7.27
(施)昭48. 7.27

森林保護課
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4394 14 造林事業関係例規　No.６ 静岡県造林作業路施行要領の改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.18
(決)昭48. 7.27
(施)昭48. 7.27

森林保護課

4394 15 造林事業関係例規　No.６ 昭和48年度造林補助標準単価について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.23
(決)昭48. 7.24
(施)昭48. 7.25

森林保護課

4394 16 造林事業関係例規　No.６ 静岡県造林補助金査定要領の改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 7
(決)昭48. 7.17
(施)昭48. 7.18

森林保護課

4394 17 造林事業関係例規　No.６ 肥培造林実施基準について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 7
(決)昭48. 7.17
(施)昭48. 7.18

森林保護課

4394 18 造林事業関係例規　No.６ 静岡県造林補助事業実施要領の運営について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 9
(決)昭48. 7.17
(施)昭48. 7.18

森林保護課

4394 19 造林事業関係例規　No.６ 静岡県造林補助事業実施要領の改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.25
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 7.11

森林保護課

4394 20 造林事業関係例規　No.６
農林水産業被害報告取りまとめ要領の改正につい
て（通知）

昭和４８年度 (収)昭48. 6.26 農林水産部長

4394 21 造林事業関係例規　No.６
静岡県団地造林事業実施要綱運営要領の改正につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 6.13
(決)昭48. 6.25
(施)昭48. 7.11

森林保護課

4394 22 造林事業関係例規　No.６ 静岡県団地造林事業実施要綱の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.13
(決)昭48. 6.25
(施)昭48. 7.11

森林保護課

4394 23 造林事業関係例規　No.６ 静岡県団地造林事業実施要綱の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.15
(施)昭48. 7.27

森林保護課

4394 24 造林事業関係例規　No.６ 静岡県団地造林事業実施要綱の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5.18
(施)昭48. 6.11

森林保護課

4395 1 造林事業関係例規　No.７ 静岡県造林補助金査定要領の改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 1
(施)昭50. 7. 1

造林課

4395 2 造林事業関係例規　No.７ 静岡県造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.21
(施)昭50. 7.17

造林課

4395 3 造林事業関係例規　No.７ 静岡県造林補助事業検査内規の改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 1
(施)昭50. 7. 1

造林課

4395 4 造林事業関係例規　No.７ 「静岡県特殊地拵造林実施要領」の制定について 昭和５０年度
(起)昭50. 3.11
(施)昭50. 4.14

造林課

4395 5 造林事業関係例規　No.７
市町村森林組合の造林補助金事務取扱要領の改正
について

昭和４９年度
(起)昭49.11.18
(決)昭49.11.18
(施)昭49.11.18

森林保護課

4395 6 造林事業関係例規　No.７ 静岡県造林補助事業実施要領の改正について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.15
(施)昭49.11. 1

森林保護課

4395 7 造林事業関係例規　No.７ 静岡県造林補助金査定要領の改正について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.20
(決)昭49. 9.28
(施)昭49.10. 3

森林保護課

4395 8 造林事業関係例規　No.７ 静岡県造林補助事業検査内規の改正について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.20
(決)昭49. 9.28
(施)昭49.10. 3

森林保護課

4395 9 造林事業関係例規　No.７ 静岡県造林補助事業実施要領の運営について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.20
(決)昭49. 9.28
(施)昭49. 9.28

森林保護課

4395 10 造林事業関係例規　No.７ 林業金融のしおりの配布について 昭和４９年度 (収)昭49. 8.13 金融流通課
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4395 11 造林事業関係例規　No.７
昭和49年度造林事業に係る調整因子適用基準につ
いて（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 7.13
(決)昭49. 7.13
(施)昭49. 7.15

森林保護課

4395 12 造林事業関係例規　No.７
豪雪被害地における多雪地以外の地域における雪
越しの補助の取扱いについて

昭和４９年度 (収)昭49. 7. 1 林野法長官

4395 13 造林事業関係例規　No.７
農林漁業金融公庫造林資金の貸付対象とする林令
について

昭和４９年度 (収)昭49. 5.16 農林水産部長

4395 14 造林事業関係例規　No.７
昭和49年度第２次林業構造改善事業計画地域の津
低について

昭和４９年度 (収)昭49. 5.25 林政課長

4396 1 造林事業関係例規　No.８ 造林作業路施行要領の改正について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.13
(決)昭53. 7.17
(施)昭53. 7.18

造林課

4396 2 造林事業関係例規　No.８
静岡県造林補助事業実施要領及び静岡県特殊地拵
造林実施要領の廃止について

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 2
(決)昭54. 4.11
(施)昭54. 5. 2

造林課

4396 3 造林事業関係例規　No.８ 造林関係例規の改正について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.28
(決)昭53. 7. 3
(施)昭53. 7. 3

造林課

4396 4 造林事業関係例規　No.８
造林補助事業における特認事業及び昭和53年度調
整因子適用基準について

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 6
(決)昭53. 7. 7
(施)昭53. 7. 7

造林課

4396 5 造林事業関係例規　No.８ 林業関係補助金交付要領の改正について 昭和５３年度 (起)昭53. 4.10 造林課

4396 6 造林事業関係例規　No.８ 造林補助事業における申請者の取扱いについて 昭和５２年度
(起)昭52.11.29
(決)昭52.11.30
(施)昭52.11.30

造林課

4396 7 造林事業関係例規　No.８
静岡県造林補助事業実施要領及び静岡県特殊地拵
造林実施要領の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.11
(決)昭52. 7.20
(施)昭52. 7.20

造林課

4396 8 造林事業関係例規　No.８ 造林関係例規の改正について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.11
(決)昭52. 7.20
(施)昭52. 7.20

造林課

4396 9 造林事業関係例規　No.８
昭和52年度造林事業に係る調整因子適用基準につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 7
(決)昭52. 7. 8
(施)昭52. 7. 8

造林課

4396 10 造林事業関係例規　No.８ 静岡県特殊地拵造林実施要領の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭52. 1. 7
(決)昭52. 2.21
(施)昭52. 2.21

造林課

4396 11 造林事業関係例規　No.８ 静岡県造林作業路施行要領の改正について 昭和５１年度
(起)昭52. 1. 6
(決)昭52. 1.12
(施)昭52. 1.12

造林課

4396 12 造林事業関係例規　No.８
静岡県造林補助事業実施要領の運営についての改
正について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.10
(決)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.18

造林課

4396 13 造林事業関係例規　No.８
昭和51年度造林事業に係る調整因子適用基準につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 1
(決)昭51. 7. 3
(施)昭51. 7. 3

造林課

4396 14 造林事業関係例規　No.８
像隣地干ばつ被害対策事業費補助金交付要綱等の
廃止について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50.12.11 造林課

4396 15 造林事業関係例規　No.８ 静岡県特殊地拵造林実施要領の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.30
(施)昭50.10. 7

造林課

4396 16 造林事業関係例規　No.８
「静岡県造林補助事業実施要領の運営について」
の改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 8
(施)昭50. 7.28

造林課

4397 1 行政組織規則の改正 静岡県行政組織規則の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 3.31
(決)昭47. 4. 6
(施)昭47. 4. 6

人事課

533 ページ



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

4397 2 行政組織規則の改正 昭和47年度重点施策について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.26
(決)昭47. 2.26

人事課

4398 1 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県交通安全対策会議条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 2 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県立大学の設置及び管理に関する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 3 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県公害防止条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 4 46静岡県条例綴 　No.１ 地下水の摂取の適正化に関する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 5 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県立厚生保育専門学校及び静岡県立浜松高等
看護学院の設置、管理及び授業料等に関する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 6 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使
用料に関する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 7 46静岡県条例綴 　No.１
財団法人静岡県道路公社の活動の総合調整及び助
成に関する条例を廃止する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 8 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 9 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県立臨時教員養成所の設置、管理及び授業料
等に関する条例を廃止する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 10 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県職員定数条例等の一部を改正する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 11 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 12 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 13 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 14 46静岡県条例綴 　No.１

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例の一部改正する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 15 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 16 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 17 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県衛生関係使用料手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 18 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県有用植物園観覧料徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課
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4398 19 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県家畜共同育成場の設置、管理及び使用料に
関する条例の一部を改正する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 20 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県県営住宅管理条例等の一部を改正する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 21 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 22 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県物品調達事務等特別会計設置条例の一部を
改正する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 23 46静岡県条例綴 　No.１ 行政財産の使用料条例の一部を改正する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 24 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県議会議員配当数条例の一部を改正する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 25 46静岡県条例綴 　No.１ 特別職の職員等の給与等に関する条例 昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 26 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県議会議員選挙公報発行条例の一部を改正す
る条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 27 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 28 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４５年度 (施)昭46. 3.15 学事文書課

4398 29 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46. 4. 1 学事文書課

4398 30 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 31 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県職員の旅費に関する条例の一部を改正する
条例

昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 32 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 33 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 34 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 35 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察職員の救慰金の支給に関する条例の一
部を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 36 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察官の職務に協力援助した者の災害給付
に関する条例等の一部を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 37 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 38 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県危険物取扱主任者試験委員に関する条例の
一部を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 39 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県公害防止条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課
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4398 40 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46. 7.10 学事文書課

4398 41 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県附属機関設置条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46.10.12 学事文書課

4398 42 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県専修職業訓練校設置条例の一部を改正する
条例

昭和４６年度 (施)昭46.10.12 学事文書課

4398 43 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46.10.12 学事文書課

4398 44 46静岡県条例綴 　No.１
湖西町の市制施行に伴う出先機関の所管区域等の
整理に関する条例

昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4398 45 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4398 46 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県議会議員配当数条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4398 47 46静岡県条例綴 　No.１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4398 48 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4398 49 46静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4398 50 46静岡県条例綴 　No.１
義務教諸学校等の教育職員の給与等の特例に関す
る条例

昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4398 51 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県卸売市場条例 昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4398 52 46静岡県条例綴 　No.１ 静岡県青果物出荷企画条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭46.12.10 学事文書課

4399 1 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県福祉地区及び福祉事務所設置条例の一部を
改正する条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 2 47静岡県条例綴 　No.１ 静岡県保健所設置条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 3 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県立林業青年の家の設置、管理及び使用料に
関する条例の一部を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 4 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県専修職業訓練校設置条例の一部を改正する
条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 5 47静岡県条例綴 　No.１ 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 6 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 7 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 8 47静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の全部を改正する条例 昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課
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4399 9 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 10 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県衛生関係使用料手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 11 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県富士養鱒場観覧料徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 12 47静岡県条例綴 　No.１ 静岡県建設業許可等証明手数料徴収条例 昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 13 47静岡県条例綴 　No.１ 特殊車両通行許可手数料の額を定める条例 昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 14 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県一般自動車道浜名湖レークサイドウェイの
設置、管理及び使用料金に関する条例を廃止する
条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 15 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 16 47静岡県条例綴 　No.１ 静岡県心身障害者対策協議会条例 昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 17 47静岡県条例綴 　No.１ 静岡県農村地域工業導入促進審議会設置条例 昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 18 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県宅地建物取引業審議会条例の一部を改正す
る条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 19 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 20 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 21 47静岡県条例綴 　No.１
教員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部
を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 22 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察職員の救慰金等の支給に関する条例の
一部を改正する条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 23 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県宅地建物取引主任者資格試験受験料徴収条
例を廃止する条例

昭和４６年度 (施)昭47. 3.21 学事文書課

4399 24 47静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 学事文書課

4399 25 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４７年度 (施)昭47. 7.11 学事文書課

4399 26 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県職員の旅費に関する条例の一部を改正する
条例

昭和４７年度 (施)昭47. 7.11 学事文書課

4399 27 47静岡県条例綴 　No.１
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例

昭和４７年度 (施)昭47. 7.11 学事文書課

4399 28 47静岡県条例綴 　No.１ 静岡県公害紛争処理条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭47. 7.11 学事文書課
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4399 29 47静岡県条例綴 　No.１
特別職の職員等の給与等に関する条例及び静岡県
教育長諸給与支給条例の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭47.10.12 学事文書課

4399 30 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和４７年度 (施)昭47.10.12 学事文書課

4399 31 47静岡県条例綴 　No.１
職員の給与に関する条例及び静岡県職員の特殊勤
務手当に関する条例の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭47.12.25 学事文書課

4399 32 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４７年度 (施)昭47.12.25 学事文書課

4399 33 47静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の給与に関する条例及び静岡
県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一
部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭47.12.25 学事文書課

4399 34 47静岡県条例綴 　No.１ 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭47.12.25 学事文書課

4400 1 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
設置条例の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 2 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県児童会館の設置及び管理に関する条例を廃
止する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 3 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県立青年の家等設置条例の一部を改正する条
例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 4 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 5 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 6 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県市町村率学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 7 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 8 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 9 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県自然環境保全条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 10 48静岡県条例綴 　No.１
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 11 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県衛生関係使用料手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 12 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県魚介類等行商取締条例の一部を改正する条
例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 13 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使
用料に関する条例の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 14 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県労政会館の設置、管理及び使用料に関する
条例の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課
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4400 15 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 16 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 17 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県建築基準条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 18 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県県営住宅管理条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 19 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 20 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県印章業取締条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 21 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 22 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 23 48静岡県条例綴 　No.１

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例の一部改正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 24 48静岡県条例綴 　No.１
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例等の一部を改正する条
例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 25 48静岡県条例綴 　No.１
工業導入地区及び工業誘導区域における県税の特
例に関する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 26 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県職員の旅費に関する条例及び特別職の職員
等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 27 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県議会図書室条例の一部を改正する条例 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 学事文書課

4400 28 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭48. 4.26 学事文書課

4400 29 48静岡県条例綴 　No.１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課

4400 30 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課

4400 31 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課

4400 32 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課

4400 33 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県職員の退職手当に関する条例の一部を改正
する条例

昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課
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4400 34 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県建設事業等市町村負担金徴収条例 昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課

4400 35 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課

4400 36 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課

4400 37 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察官の職務に協力援助した者の災害給付
に関する条例等の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 学事文書課

4400 38 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県卸売市場条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭48.10.16 学事文書課

4400 39 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正
する条例

昭和４８年度 (施)昭48.10.16 学事文書課

4400 40 48静岡県条例綴 　No.１ 旅館業法施行条例 昭和４８年度 (施)昭48.10.16 学事文書課

4400 41 48静岡県条例綴 　No.１
職員の給与に関する条例及び静岡県職員の特殊勤
務手当に関する条例の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.10.27 学事文書課

4400 42 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.10.27 学事文書課

4400 43 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４８年度 (施)昭48.10.27 学事文書課

4400 44 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の給与に関する条例及び静岡
県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一
部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.10.27 学事文書課

4400 45 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.10.27 学事文書課

4400 46 48静岡県条例綴 　No.１
特別職の職員等の給与等に関する条例及び静岡県
教育長諸給与支給条例の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.10.27 学事文書課

4400 47 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県議会の議員その他非常勤職員の職員の公務
災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 48 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県民会館使用条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 49 48静岡県条例綴 　No.１
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 50 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県地方港湾審議会条例 昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 51 48静岡県条例綴 　No.１ 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 52 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県庁西館会議室及び展示室の設置、管理及び
使用料に関する条例

昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 53 48静岡県条例綴 　No.１
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例等の一部を改正する条
例

昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課
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4400 54 48静岡県条例綴 　No.１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 55 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 56 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 57 48静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４８年度 (施)昭48.12. 8 学事文書課

4400 58 48静岡県条例綴 　No.１
昭和48年度における期末手当の割合党の特例に関
する条例

昭和４８年度 (施)昭48.12.21 学事文書課

4401 1 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県保健所設置条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 2 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県立厚生保育専門学院及び静岡県立浜松高等
看護学院の設置、管理及び授業料等に関する条例
の一部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 3 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 4 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県立情報処理教育センター設置条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 5 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 6 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県特別会計職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 7 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 8 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 9 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 10 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 11 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 12 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 13 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県立自然公園条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 14 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県漁港管理条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 15 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課
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4401 16 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県屋外広告物条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 17 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県県営住宅管理条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 18 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県自動車保管場所証明書交付手数料条例の一
部を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 19 49静岡県条例綴 　No.１

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例等の一部改正する条例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 20 49静岡県条例綴 　No.１
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例等の一部を改正する条
例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 21 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県自然環境保全条例の一部を改正する条例 昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 22 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県畜産経営特別資金利子補給基金条例の一部
を改正する条例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.22 学事文書課

4401 23 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 学事文書課

4401 24 49静岡県条例綴 　No.１ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭49. 4.27 学事文書課

4401 25 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４９年度 (施)昭49. 4.27 学事文書課

4401 26 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49. 4.27 学事文書課

4401 27 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49. 4.27 学事文書課

4401 28 49静岡県条例綴 　No.１ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭49. 6.22 学事文書課

4401 29 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４９年度 (施)昭49. 6.22 学事文書課

4401 30 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49. 6.22 学事文書課

4401 31 49静岡県条例綴 　No.１ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 学事文書課

4401 32 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 学事文書課

4401 33 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県天城トンネル有料道路通行料徴収条例を廃
止する条例

昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 学事文書課

4401 34 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県開発審査会条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 学事文書課

542 ページ



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

4401 35 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 学事文書課

4401 36 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察官の職務に協力援助した者の災害給付
に関する条例等の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 学事文書課

4401 37 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 学事文書課

4401 38 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県畜産経営特別利子補給資金利子補給基金条
例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 学事文書課

4401 39 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県議会の議員その他非常勤の職員の職員の公
務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 40 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察職員の救慰金等の支給に関する条例の
一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 41 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察の警察官及び交通巡視員の被服支給等
に関する条例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 42 49静岡県条例綴 　No.１
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または
処分に館駆る条例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 43 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県国土利用計画審議会条例 昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 44 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県土地利用審議会条例 昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 45 49静岡県条例綴 　No.１ 公衆浴場法施行条例 昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 46 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県有用植物園観覧量徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 47 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を
改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.10.19 学事文書課

4401 48 49静岡県条例綴 　No.１
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課

4401 49 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課

4401 50 49静岡県条例綴 　No.１
特別職の職員等の給与等に関する条例及び静岡県
教育長諸給与支給条例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課

4401 51 49静岡県条例綴 　No.１ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課

4401 52 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課

4401 53 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課

4401 54 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例及び義務教育諸
学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の
一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課
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4401 55 49静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課

4401 56 49静岡県条例綴 　No.１ 静岡県議会議員配当数条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭49.12.16 学事文書課

4402 1 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県部設置条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 2 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県立大学の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 3 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県附属機関部設置条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 4 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県公営企業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 5 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県立大学教職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 6 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 7 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 8 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 9 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県建設事業等市町村負担金徴収条例の一部を
改正する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 10 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 11 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県公害紛争処理条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 12 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使
用料に関する条例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 13 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県漁港管理条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 14 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 15 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県県営住宅管理条例等の一部を改正する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 16 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県建築代理業条例を廃止する条例 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 17 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 18 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県議会の議員その他非常勤の職員の職員の公
務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 19 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課
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4402 20 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察官の職務に協力援助した者の災害給付
に関する条例等の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 21 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県肉用牛肥育経営安定特別資金利子補給基金
条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 22 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 23 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県議会議員選挙立会演説会条例を廃止する条
例

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 学事文書課

4402 24 50静岡県条例綴 　No.１
自動車税の臨時特例に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和５０年度 (施)昭50. 4. 1 学事文書課

4402 25 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 26 50静岡県条例綴 　No.１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 27 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 28 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 29 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 30 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県総合計画審議会条例 昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 31 50静岡県条例綴 　No.１
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 32 50静岡県条例綴 　No.１ 薬局等の配置を定める条例を廃止する条例 昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 33 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県表富士周遊道路通行料金徴収条例の一部を
改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 34 50静岡県条例綴 　No.１
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例等の一部を改正する条
例

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 35 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県警察官の職務に協力援助した者の災害給付
に関する条例等の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 36 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 学事文書課

4402 37 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県職員の旅費の特例に関する条例 昭和５０年度 (施)昭50. 7.30 学事文書課

4402 38 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50.10.20 学事文書課

4402 39 50静岡県条例綴 　No.１
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50.10.20 学事文書課
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4402 40 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭50.10.20 学事文書課

4402 41 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県土採取等規制条例 昭和５０年度 (施)昭50.10.20 学事文書課

4402 42 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭50.10.20 学事文書課

4402 43 50静岡県条例綴 　No.１ 特別職の職員等の給与等の特例に関する条例 昭和５０年度 (施)昭50.11.10 学事文書課

4402 44 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭50.12.20 学事文書課

4402 45 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県文化財保護審議会条例 昭和５０年度 (施)昭50.12.20 学事文書課

4402 46 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県消費者保護条例 昭和５０年度 (施)昭50.12.20 学事文書課

4402 47 50静岡県条例綴 　No.１
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50.12.20 学事文書課

4402 48 50静岡県条例綴 　No.１ 静岡県文化財保護条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭50.12.20 学事文書課

4402 49 50静岡県条例綴 　No.１
静岡県職員の旅費に関する条例及び特別職の職員
等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭50.12.27 学事文書課

4403 1
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対
する臨時措置関する法律第３条第１項の認定に関
する事務の一部を市町村長に委任する規則の制定

昭和４６年度 (施)昭47. 1.18 文書課

4403 2
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 昭和４６年度 (施)昭47. 2.15 文書課

4403 3
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 昭和４６年度 (施)昭47. 2.15 文書課

4403 4
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県内水面漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和４６年度 (施)昭47. 2.18 文書課

4403 5
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県卸売市場審議会規則の制定 昭和４６年度 (施)昭47. 3. 6 文書課

4403 6
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県道路交通法施行細則（昭和35年静岡県公安
委員会規則第７号）の一部改正

昭和４６年度 (施)昭47. 3. 2 文書課

4403 7
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和４６年度 (施)昭47. 3.10 文書課

4403 8
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建設業許可手数料の額を定める規則 昭和４６年度 (施)昭47. 3.14 文書課

4403 9
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県そさい規格審議会規則の一部を改正する規
則

昭和４６年度 (施)昭47. 3.24 文書課

4403 10
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県一般自動車道浜名湖レークサイドウェイの
設置、管理及び使用料金に関する条例施行規則を
廃止する規則

昭和４６年度 (施)昭47. 3.28 文書課
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4403 11
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 昭和４６年度 (施)昭47. 3.27 文書課

4403 12
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 13
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

財団法人静岡県道路公社の活動の総合調整及び助
成に関する条例施行規則を廃止する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 4 文書課

4403 14
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 4 文書課

4403 15
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立教育研修所規則の一部を改正する規則 昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 16
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 17
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県建築関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 18
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 19
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県企業局職員就業規程の一部を改正する規程 昭和４７年度 (施)昭47. 4.18 文書課

4403 20
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県地方労働委員会事務局組織規則の一部を改
正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 21
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 22
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

知事の権限の一部を保健所長に対して委任する規
則の一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 23
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

調理師施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 24
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県徴税史員証票等取扱規程（昭和25年静岡県
訓令甲第55号）は、昭和47年３月31日限り廃止

昭和４７年度 (施)昭47. 4.21 文書課

4403 25
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建築士法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4.25 文書課

4403 26
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の
一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4.25 文書課

4403 27
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県肥料生産業者登録手数料徴収規則の一部を
改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 28
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

昭和47年３月７日づけ公報第8438号静岡県規則第
４号「静岡県公害防止条例施行規則の一部を改正
する規則」を全文削除

昭和４７年度 (施)昭47. 4.28 文書課

4403 29
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県専修職業訓練校規程の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 30
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職業訓練審議会規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課
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4403 31
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職業訓練指導員修学資金貸与規則の一部を
改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 32
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県人事委員会事務局処理規程（昭和26年人事
委員会訓令第２号）の一部を改正

昭和４７年度 (施)昭47. 5. 2 文書課

4403 33
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

事務局長の専決に関する規程（昭和28年人事委員
会訓令第２号）の一部を改正

昭和４７年度 (施)昭47. 5. 2 文書課

4403 34
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

地方公務員法第58条第３項の規定による労働基準
監督機関の職権の委任について（昭和30年４月20
日委員会議決）の一部の改正

昭和４７年度 (施)昭47. 4.21 文書課

4403 35
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

事務局長の専決について（昭和30年７月20日委員
会議決）の一部の改正

昭和４７年度 (施)昭47. 4.21 文書課

4403 36
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を改
正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 5. 2 文書課

4403 37
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

事務局長に対する権限の委任に関する規則の一部
を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 5. 2 文書課

4403 38
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

「児童福祉法第56条及び母子保健法第21条の規定
による本人又はその扶養義務者の負担する費用の
徴収規則」の一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 39
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県林業構造改善事業促進対策協議会規則の一
部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 5. 6 文書課

4403 40
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県処務規程（昭和33年静岡県訓令甲第５号）
の一部を改正

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 41
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則

昭和４７年度 (施)昭47. 5. 9 文書課

4403 42
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則

昭和４７年度 (施)昭47. 6. 2 文書課

4403 43
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

宅地建物取引業法施行細則 昭和４７年度 (施)昭47. 6.14 文書課

4403 44
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則

昭和４７年度 (施)昭47. 6.15 文書課

4403 45
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

主要食料取扱業者等手数料徴収規則の一部を改正
する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 6.27 文書課

4403 46
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 7. 4 文書課

4403 47
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和４７年度 (施)昭47. 7.14 文書課

4403 48
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県公害紛争処理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和４７年度 (施)昭47. 7.11 文書課

4403 49
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 8. 4 文書課

4403 50
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.10. 1 文書課
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4403 51
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県技能検定協会が徴収する技能検定試験手数
料の額を定める規則の一を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 9.19 文書課

4403 52
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税に係る基準財政収入額の算定に関する規則
の一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 9.26 文書課

4403 53
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 9.26 文書課

4403 54
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

高圧ガス取締法施行細則を廃止する規則 昭和４７年度 (施)昭47.10. 3 文書課

4403 55
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和４７年度 (施)昭47.10. 6 文書課

4403 56
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する
規則

昭和４７年度 (施)昭47.10.17 文書課

4403 57
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県看護婦等修学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和４７年度 (施)昭47.10.21 文書課

4403 58
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県保母修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和４７年度 (施)昭47.11.21 文書課

4403 59
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.11.24 文書課

4403 60
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

特地勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12. 1 文書課

4403 61
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

河川工事の施行に関する事務の一部を静岡市長に
委任する規則

昭和４７年度 (施)昭47.12.15 文書課

4403 62
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則

昭和４７年度 (施)昭47.12. 3 文書課

4403 63
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12. 7 文書課

4403 64
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県漁港管理規則 昭和４７年度 (施)昭47.12. 1 文書課

4403 65
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県企業職員の給与に関する規程の一部を改正
する規程

昭和４７年度 (施)昭47.12.25 文書課

4403 66
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

都市計画法施行事務の一部を静岡市長等に委任す
る規則

昭和４６年度 (施)昭47. 3. 3 文書課

4403 67
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12.26 文書課

4403 68
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

消費生活協同組合資金の貸付に関する法律施行細
則の一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47.12.26 文書課

4403 69
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する規
則

昭和４７年度 (施)昭47.12.26 文書課

4403 70
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通
知書の様式等に関する規則の一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47.12.26 文書課
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4403 71
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

社会福祉事業法施行細則等の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12.26 文書課

4403 72
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

知事の権限の一部を支庁長に委任する規則を廃止
する規則

昭和４７年度 (施)昭47.12.26 文書課

4403 73
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12.26 文書課

4403 74
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県遺族援護資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和４７年度 (施)昭47.12.26 文書課

4403 75
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12.27 文書課

4403 76
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

聴聞および弁明の機会の供与に関する規則（昭和
42年静岡県公安委員会規則第８号）の一部を改正

昭和４６年度 (施)昭47. 2.25 文書課

4403 77
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則

昭和４６年度 (施)昭47. 2.24 文書課

4403 78
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県教育委員会事務局内部組織規則の一部を改
正する規則

昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 79
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立学校管理規則の一部を改正する規則 昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 80
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県文化センターの組織及び運営に関する規則
等の一部を改正する規則

昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 81
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立高等学校学則の一部を改正する規則 昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 82
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立聾学校学則の一部を改正する規則 昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 83
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立養護学校学則の一部を改正する規則 昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 84
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県企業職員の給与に関する規程の一部を改正
する規程

昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 85
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 86
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 87
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県教職員の特殊勤務手当に関する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 88
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一
部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 89
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4403 90
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建設業法施行細則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課
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4403 91
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

自動車および原動機付自転車の運転免許試験等に
関する規則（昭和40年県公委規則第６号）の一部
を改正

昭和４６年度 (施)昭47. 3.30 文書課

4403 92
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

更新時講習の実施に関する規程 昭和４６年度 (施)昭47. 3.30 文書課

4403 93
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を
改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 4.14 文書課

4403 94
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4.14 文書課

4403 95
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4.14 文書課

4403 96
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県企業局会計規程の一部を改正する規程 昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4403 97
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 5. 9 文書課

4403 98
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県へき地手当支給規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 5.18 文書課

4403 99
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

特地勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 6.30 文書課

4403 100
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一
部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47. 6.30 文書課

4403 101
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則

昭和４７年度 (施)昭47. 6.23 文書課

4403 102
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県へき地手当支給規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 6.30 文書課

4403 103
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職員の旅費に関する規則の一部を改正する
規則

昭和４７年度 (施)昭47. 7.17 文書課

4403 104
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を
改正する規則

昭和４７年度 文書課

4403 105
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 8. 8 文書課

4403 106
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則

昭和４７年度 (施)昭47. 8.29 文書課

4403 107
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立学校授業料等徴収規則 昭和４７年度 (施)昭47.10.19 文書課

4403 108
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部
を改正する規則

昭和４７年度 文書課

4403 109
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

遊技場および移動遊技場における遊技料金、商品
の種類、価格およびその提供方法に関する規則
（昭和45年静岡県公安委員会規則第５号）の一部
を改正

昭和４７年度 (施)昭47.11.10 文書課
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4403 110
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

警備業法（昭和47年法律第117号）第10条の規定
に基づく静岡県公安委員会規則

昭和４７年度 (施)昭47.10.20 文書課

4403 111
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12.25 文書課

4403 112
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関す
る規則

昭和４７年度 (施)昭47.12.25 文書課

4403 113
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関す
る規則を廃止する規則

昭和４７年度 (施)昭47.12.25 文書課

4403 114
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規
則

昭和４７年度 (施)昭47.12.  文書課

4403 115
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12.25 文書課

4403 116
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を
改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47.12.25 文書課

4403 117
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する規則
の一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭47.12.25 文書課

4403 118
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

教職調整額に関する規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.12.25 文書課

4404 1
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.２

静岡県税賦課徴収条例施行規則の全部を改正する
規則

昭和４６年度 (施)昭47. 3.31 文書課

4404 2
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.２

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4404 3
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.２

静岡県漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4.11 文書課

4404 4
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.２

静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4404 5
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.２

静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47. 4. 1 文書課

4404 6
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.２

静岡県中小企業近代化資金貸付規則 昭和４７年度 (施)昭47. 6.15 文書課

4404 7
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.２

静岡県中小企業高度化資金貸付規則 昭和４７年度 (施)昭47. 6.15 文書課

4404 8
47県規則綴（含規程、訓令甲）
No.２

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭47.10.14 文書課

4405 1 48県規則綴（含規程、訓令甲）
主要食糧販売業者及びとう精業者の聴聞規則の一
部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭48. 2.24 文書課

4405 2 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.13 文書課

4405 3 48県規則綴（含規程、訓令甲） 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 文書課

4405 4 48県規則綴（含規程、訓令甲）
知事の権限の一部を保健所長等に対して委任する
規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 文書課
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4405 5 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県浜松内陸コンテナ基地管理規則の一部を改
正する規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 文書課

4405 6 48県規則綴（含規程、訓令甲）
工業導入地区及び工業誘導区域における県税の特
例に関する条例施行規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 文書課

4405 7 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県児童会館運営委員会規則を廃止する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 文書課

4405 8 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県火薬類取締法施行細則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 文書課

4405 9 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 10 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 11 48県規則綴（含規程、訓令甲）
火薬類取締法令取扱心得（昭和26年静岡県訓令甲
第12号）の廃止

昭和４７年度 (施)昭48. 3.23 文書課

4405 12 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県の処務規程（昭和33年静岡県訓令甲第５
号）の一部を改正

昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 13 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 14 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県立大学の設置及び管理に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 15 48県規則綴（含規程、訓令甲） 消防法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 16 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 17 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 18 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県地方労働委員会事務局組織規則の一部を改
正する規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 19 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県青少年問題協議会規則等の一部を改正する
規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 20 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県工業試験場等使用料及び手数料条例施行規
則を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 21 48県規則綴（含規程、訓令甲）
鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則の一部を
改正する規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 22 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規程の一部を改正する規則

昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 23 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和４７年度 (施)昭48. 3.31 文書課

4405 24 48県規則綴（含規程、訓令甲） 県営漁港に関する公共用財産台帳事務取扱規則 昭和４８年度 (施)昭48. 4.10 文書課

4405 25 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県失業対策事業運営管理規程の一部を改正す
る規則

昭和４８年度 (施)昭48. 4.20 文書課
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4405 26 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県日雇労働者就職支援金貸付規則の一部を改
正する規則

昭和４８年度 (施)昭48. 4.20 文書課

4405 27 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和４８年度 (施)昭48. 4.27 文書課

4405 28 48県規則綴（含規程、訓令甲） 住宅組合法施行細則を廃止する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 4.27 文書課

4405 29 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和４８年度 (施)昭48. 5. 1 文書課

4405 30 48県規則綴（含規程、訓令甲） 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 5. 1 文書課

4405 31 48県規則綴（含規程、訓令甲） 温泉法施行細則 昭和４８年度 (施)昭48. 5. 1 文書課

4405 32 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県技能検定協会が徴収する技能検定試験手数
料の額を定める規則の一を改正する規則

昭和４８年度 (施)昭48. 5.15 文書課

4405 33 48県規則綴（含規程、訓令甲） と畜場法施行規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 5.25 文書課

4405 34 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則

昭和４８年度 (施)昭48. 5.25 文書課

4405 35 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県立青年の家等使用料条例施行規則 昭和４８年度 (施)昭48. 6. 8 文書課

4405 36 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県港湾管理規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 6. 8 文書課

4405 37 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 6.15 文書課

4405 38 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県処務規程（昭和33年静岡県訓令甲第５号）
の一部を改正

昭和４８年度 (施)昭48. 6.20 文書課

4405 39 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県事務決裁規程（昭和39年静岡県訓令第４
号）の一部を改正

昭和４８年度 (施)昭48. 6.20 文書課

4405 40 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県職業訓練指導員免許手数料等徴収規則の一
部を改正する規則

昭和４８年度 (施)昭48. 6.26 文書課

4405 41 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県日雇労働者雇用奨励金支給規則の一部を改
正する規則

昭和４８年度 (施)昭48. 6.29 文書課

4405 42 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和４８年度 (施)昭48. 6.30 文書課

4405 43 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県土地区画整理組合貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和４８年度 (施)昭48. 7.13 文書課

4405 44 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 7.17 文書課

4405 45 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 7.11 文書課

4405 46 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県看護教員修学資金貸付規則 昭和４８年度 (施)昭48. 8. 7 文書課
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4405 47 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則

昭和４８年度 (施)昭48. 8. 7 文書課

4405 48 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 8.14 文書課

4405 49 48県規則綴（含規程、訓令甲） 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48. 8.28 文書課

4405 50 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県老人居室整備資金貸付規則 昭和４８年度 (施)昭48. 8.31 文書課

4405 51 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和４８年度 (施)昭48. 9. 7 文書課

4405 52 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県自然環境保全条例の施行日を定める規則 昭和４８年度 (施)昭48. 9. 1 文書課

4405 53 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県自然環境保全条例施行規則 昭和４８年度 (施)昭48. 9. 1 文書課

4405 54 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県自然環境保全審議会規則 昭和４８年度 (施)昭48. 9. 1 文書課

4405 55 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県技能検定協会が徴収する技能検定試験手数
料の額を定める規則の一を改正する規則

昭和４８年度 (施)昭48. 9.28 文書課

4405 56 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県保母修学資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和４８年度 (施)昭48.10. 9 文書課

4405 57 48県規則綴（含規程、訓令甲）
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税に係る基準財政収入額の算定に関する規則

昭和４８年度 (施)昭48.10.23 文書課

4405 58 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県卸売市場審議会規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48.11. 1 文書課

4405 59 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48.11. 1 文書課

4405 60 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一
部を改正する規則

昭和４８年度 (施)昭48.11. 9 文書課

4405 61 48県規則綴（含規程、訓令甲） 毒物及び劇物取締法施行細則 昭和４８年度 (施)昭48.11.26 文書課

4405 62 48県規則綴（含規程、訓令甲） 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48.12. 7 文書課

4405 63 48県規則綴（含規程、訓令甲） 旅館業施行細則 昭和４８年度 (施)昭48.12.11 文書課

4405 64 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県火薬類取締法施行細則の一部を改正する規
則

昭和４８年度 (施)昭48.12.25 文書課

4405 65 48県規則綴（含規程、訓令甲） 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭48.12.25 文書課

4405 66 48県規則綴（含規程、訓令甲）
静岡県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補補償に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和４８年度 (施)昭48.12.28 文書課
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4406 1
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

母子福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 1. 8 文書課

4406 2
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和４８年度 (施)昭49. 1. 8 文書課

4406 3
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

家畜伝染病まん延防止規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 1.11 文書課

4406 4
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県武器等製造法施行細則の一部を改正する規
則

昭和４８年度 (施)昭49. 1.18 文書課

4406 5
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

河川工事の施行に関する事務の一部を浜松市長に
委任する規則

昭和４８年度 (施)昭49. 1.25 文書課

4406 6
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建築基準法施行細則の全部改正 昭和４８年度 (施)昭49. 1.25 文書課

4406 7
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県庁西館会議室及び展示室の設置、管理及び
使用料に関する条例の施行期日を定める規則

昭和４８年度 (施)昭49. 1.29 文書課

4406 8
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県庁西館会議室及び展示室の管理及び使用料
に関する規則

昭和４８年度 (施)昭49. 1.29 文書課

4406 9
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県水産振興審議会規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 2. 1 文書課

4406 10
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 2.12 文書課

4406 11
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県工業用水道の及び水道の使用料等に関する
条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規
則

昭和４８年度 (施)昭49. 2.15 文書課

4406 12
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県地域食品認証規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3. 1 文書課

4406 13
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県卸売市場規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.12 文書課

4406 14
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

都市計画法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.12 文書課

4406 15
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政組織規則の一部を改正する 昭和４８年度 (施)昭49. 3.15 文書課

4406 16
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県民会館の運営及び使用に関する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.15 文書課

4406 17
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 文書課

4406 18
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県屋外広告審議会規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.25 文書課

4406 19
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県財産規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.23 文書課

4406 20
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建築基準法令取扱規程の全部改正 昭和４９年度 (施)昭49. 4. 1 文書課
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4406 21
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 22
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県保健所設置条例の一部を改正する条例の期
日を定める規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 23
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

知事の権限の一部を保健所長等に委任する規則の
一部を改正する規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 24
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県看護婦等就学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 25
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立厚生保育専門学院及び静岡県立浜松高等
看護学院の設置、管理及び授業料等に関する条例
施行規則の一部を改正する規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 26
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 27
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

精神衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 28
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規程の一部を改正する規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 29
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 30
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

土地譲渡益重課制度に係る優良な宅地及び住宅の
認定事務施工規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 31
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 32
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県屋外広告条例施行規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 33
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県地方労働委員会事務局組織規則の一部を改
正する規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 34
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額
を定める規則

昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 35
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 36
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和４８年度 (施)昭49. 3.30 文書課

4406 37
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立自然公園条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和４９年度 (施)昭49. 4.16 文書課

4406 38
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 4. 1 文書課

4406 39
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

薬物による野犬の捕獲業務実施規程の一部改正 昭和４９年度 (施)昭49. 4.12 文書課

4406 40
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県税事務決裁規程の一部改正 昭和４９年度 (施)昭49. 4.23 文書課
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4406 41
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭49. 4.26 文書課

4406 42
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 4.30 文書課

4406 43
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

県営林林産物売払い代金の延納に関する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 5. 1 文書課

4406 44
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県営林規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 5. 2 文書課

4406 45
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 4.30 文書課

4406 46
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

公有水面埋立法施行細則 昭和４９年度 (施)昭49. 5.17 文書課

4406 47
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則

昭和４９年度 (施)昭49. 6.11 文書課

4406 48
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県事務決裁規程の一部改正 昭和４９年度 (施)昭49. 6.10 文書課

4406 49
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則

昭和４９年度 (施)昭49. 6.18 文書課

4406 50
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県保母修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和４９年度 (施)昭49. 6.25 文書課

4406 51
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県看護婦等修学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和４９年度 (施)昭49. 6.25 文書課

4406 52
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県医学修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和４９年度 (施)昭49. 7. 9 文書課

4406 53
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 7.19 文書課

4406 54
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県天城トンネル有料道路通行料金徴収条例施
行規則を廃止する規則

昭和４９年度 (施)昭49. 7.30 文書課

4406 55
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 8.16 文書課

4406 56
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和４９年度 (施)昭49. 8.23 文書課

4406 57
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県小型船安全規則を廃止する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 8.31 文書課

4406 58
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一部を改
正する規則

昭和４９年度 (施)昭49. 9.10 文書課

4406 59
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県技能検定協会が徴収する技能検定手数料の
額を定める規則の一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭49. 9.17 文書課

4406 60
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県財産規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49. 9.30 文書課

4406 61
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

と畜場法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49.10.11 文書課
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4406 62
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税に係る基準財政収入額の算定に関する規則
の一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭49.10.18 文書課

4406 63
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49.10.29 文書課

4406 64
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭49.11. 9 文書課

4406 65
49県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

知事の権限の一部を保健所長等に委任する規則の
一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭49.12.27 文書課

4407 1
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

消防法施行法細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 1. 7 文書課

4407 2
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県高等学校定時制課程修学資金貸与規則 昭和４９年度 (施)昭50. 1.28 文書課

4407 3
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政書士法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 2.15 文書課

4407 4
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県火薬取締法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 2.27 文書課

4407 5
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県地域食品認証規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3. 1 文書課

4407 6
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3. 7 文書課

4407 7
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県銃砲刀剣類の許可及び登録手数料規則の一
部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.11 文書課

4407 8
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

河川工事の施行に関する事務の一部を静岡市長に
委任する規則の一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.18 文書課

4407 9
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建築士法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.25 文書課

4407 10
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立大学の設置及び管理に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 文書課

4407 11
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 文書課

4407 12
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県公害紛争処理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 文書課

4407 13
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県建築関係聴聞規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 文書課

4407 14
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県建築関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 文書課

4407 15
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県建築代理業条例施行規則を廃止する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.22 文書課

4407 16
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県建設工事執行規則の全部改正 昭和４９年度 (施)昭50. 3.25 文書課
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4407 17
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.29 文書課

4407 18
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 19
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 20
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規程の一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 21
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県道路法施行細則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 22
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県表富士周遊道路通行料金徴収条例施行規則
の一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 23
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県宇佐美大仁有料道路通行料金徴収条例施行
規則の一部を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 24
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 25
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県港湾管理規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 26
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 27
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県輸出手形及び輸出金融損失補償規則の一部
を改正する規則

昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 28
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 29
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県海岸法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 30
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県港湾管理規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 31
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県漁港管理規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 32
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

都市計画法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 33
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 34
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 35
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 36
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県財産規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 37
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課
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4407 38
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県処務規定の一部改正 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 39
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

建築基準法令取扱規程の一部改正 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 40
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和４９年度 (施)昭50. 3.31 文書課

4407 41
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県技能検定協会が実施する技能検定試験の手
数料の額を定める規則

昭和５０年度 (施)昭50. 4. 8 文書課

4407 42
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

私立学校の経常的経費に対する補助金の種類等に
関する規則

昭和５０年度 (施)昭50. 4.22 文書課

4407 43
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 4.30 文書課

4407 44
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県老人居室整備資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和５０年度 (施)昭50. 5.20 文書課

4407 45
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 5.27 文書課

4407 46
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県看護婦等修学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和５０年度 (施)昭50. 6.10 文書課

4407 47
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県医学修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭50. 6.13 文書課

4407 48
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

都市計画法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 6.25 文書課

4407 49
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

土地譲渡益重課制度に係る優良な宅地及び住宅の
認定事務施行規則の一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭50. 6.25 文書課

4407 50
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 6.25 文書課

4407 51
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県保母修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭50. 7. 1 文書課

4407 52
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県生乳検査条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭50. 7. 1 文書課

4407 53
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県表富士周遊道路通行料金徴収条例の一部を
改正する条例の施行期日を定める規則

昭和５０年度 (施)昭50. 7.22 文書課

4407 54
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭50. 7.25 文書課

4407 55
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する
規則

昭和５０年度 (施)昭50. 7.29 文書課

4407 56
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 7.30 文書課

4407 57
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県表富士周遊道路通行料金徴収条例施行規則
の一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭50. 8.12 文書課
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4407 58
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 8.19 文書課

4407 59
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 8. 1 文書課

4407 60
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県技能検定協会が実施する技能検定試験の手
数料の額を定める規則の一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭50. 9.16 文書課

4407 61
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県狩猟免状等交付等手数料徴収規則の一部を
改正する規則

昭和５０年度 (施)昭50. 9.16 文書課

4407 62
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県建築関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５０年度 (施)昭50. 9.23 文書課

4407 63
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５０年度 (施)昭50. 9.23 文書課

4407 64
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 9.26 文書課

4407 65
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県中小企業近代化資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和５０年度 (施)昭50. 9.26 文書課

4407 66
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和５０年度 (施)昭50. 9.26 文書課

4407 67
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 9.26 文書課

4407 68
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県土地区画整理組合貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和５０年度 (施)昭50. 9.30 文書課

4407 69
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50. 9.30 文書課

4407 70
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50.10. 7 文書課

4407 71
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭50.10.17 文書課

4407 72
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡海区漁業調整委員会指示 昭和５０年度 (施)昭50.10.11 文書課

4407 73
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

えびかご漁業承認事務取扱要領 昭和５０年度 文書課

4407 74
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

知事の権限の一部を福祉事務所長に委任する規則
の一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭50.10.27 文書課

4407 75
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50.10.31 文書課

4407 76
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県内水面漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50.11.14 文書課

4407 77
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一部を改
正する規則

昭和５０年度 (施)昭50.11. 1 文書課

4407 78
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県船籍票交付等手数料徴収規則の一部を改正
する規則

昭和５０年度 (施)昭50.12. 9 文書課
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4407 79
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50.12.19 文書課

4407 80
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県消費者保護条例施行規則 昭和５０年度 (施)昭50.12.20 文書課

4407 81
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県立大学の設置及び管理に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭50.12.22 文書課

4407 82
50県規則綴（含規程、訓令甲）
No.１

静岡県観光審議会規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭50.12.27 文書課

4408 1
本川水位ならびに地下水位観測記
録表

昭和46年度～平成２年度 本川水位ならびに地下
水位観測記録表

水利用課

4409 1
定期観測期間中における実測水位
観測表他

昭和46年度～平成２年度 定期観測期間中におけ
る実測水位観測表他

水利用課

4410 1 50天竜川河状調査委員会綴 旅費計算書（写）の送付について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.26
(決)昭51. 3.26
(施)昭51. 3.26

水対策調整課

4410 2 50天竜川河状調査委員会綴
天竜川における磐田用水取水対策工法等について
派遣（依頼）

昭和５０年度 (起)昭51. 3.10 水対策調整課

4410 3 50天竜川河状調査委員会綴 静岡県天竜川河状調査委員会の開催について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3.10

水対策調整課

4410 4 50天竜川河状調査委員会綴 天竜川河状調査委員会委員の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.13
(決)昭51. 3.15
(施)昭51. 3.15

水対策調整課

4410 5 50天竜川河状調査委員会綴
掛塚用水災害復旧工事に関する電源開発と掛塚土
地改良区の覚書の立会について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 3
(決)昭51. 3. 8
(施)昭51. 3. 8

水対策調整課

4410 6 50天竜川河状調査委員会綴 天竜川河状調査委員会の幹事会開催について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.17
(決)昭51. 2.25

水対策調整課

4410 7 50天竜川河状調査委員会綴 天竜川河状調査委員会委員の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.14
(決)昭51. 2.18

水対策調整課

4410 8 50天竜川河状調査委員会綴
昭和51年度天竜川河状調査計画（案）について
（伺い）

昭和５０年度 (起)昭51. 2.10 水対策調整課

4410 9 50天竜川河状調査委員会綴
天竜川河状調査委員会委員提出資料について（照
会）

昭和５０年度 (起)昭50.12.16 水対策調整課

4410 10 50天竜川河状調査委員会綴 天竜川河状調査委員会、幹事会の開催について 昭和５０年度
(起)昭50.10. 3
(決)昭50.10. 6

水対策調整課

4410 11 50天竜川河状調査委員会綴
天竜川河状調査委員会委員（幹事）の委嘱任命に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 9.30
(決)昭50.10. 3

水対策調整課

4411 1 カモシカ生息状況調査 森林防疫 昭和５０年度
全国森林病虫獣
害防除協会

4411 2 カモシカ生息状況調査
カモシカによる長野、岐阜県下の被害現地調査結
果について

昭和５０年度

4411 3 カモシカ生息状況調査 意見書についての協力依頼 昭和５０年度
日本自然保護協
会

4411 4 カモシカ生息状況調査 日本カモシカの生息状況について 昭和５０年度
(起)昭50.10.20
(決)昭50.10.23
(施)昭50.10.24

自然保護課
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4411 5 カモシカ生息状況調査
大山・丹沢自然公園のシカの保護管理に関する調
査結果

昭和５０年度
東京農工大学農
学部自然保護学
研究室

4411 6 カモシカ生息状況調査 自然保護 昭和５０年度

4411 7 カモシカ生息状況調査 自然保護に関するポスターの送付について 昭和５０年度
日本自然保護協
会

4411 8 カモシカ生息状況調査 一般の方からのシカの報告 昭和５０年度

4411 9 カモシカ生息状況調査
造林地におけるカモシカによる被害のアンケート
調査について

昭和５０年度
天竜林業事務所
長

4411 10 カモシカ生息状況調査 ニホンカモシカの生息状況調査の実施について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 6
(決)昭51. 1. 7
(施)昭51. 1. 7

自然保護課

4411 11 カモシカ生息状況調査 ニホンカモシカの生息状況調査の結果について 昭和５１年度 (収)昭51. 7. 8
環境庁自然保護
局鳥獣保護課長

4411 12 カモシカ生息状況調査 ニホンカモシカの生息状況調査の実施について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 8
(決)昭51. 4. 9
(施)昭51. 4. 9

自然保護課

4411 13 カモシカ生息状況調査 ニホンカモシカの生息状況調査の結果について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.10
(決)昭51. 7.10
(施)昭51. 7.10

自然保護課

4412 1 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付事業活性化モデル事業」の実
施について

平成　元年度
(起)平 1. 6.22
(決)平 1. 6.23
(施)平 1. 6.23

社会課

4412 2 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」の一部改正につい
て

平成　元年度
(起)平 1. 5.31
(決)平 1. 6. 2
(施)平 1. 6. 2

社会課

4412 3 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」の一部改正につい
て

昭和６３年度
(起)昭63. 4.23
(決)昭63. 4.25
(施)昭63. 4.25

社会課

4412 4 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」の一部改正につい
て

昭和６２年度
(起)昭62. 6. 2
(決)昭62. 6. 5
(施)昭62. 6. 5

社会課

4412 5 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」の一部改正及び世
帯更生資金の貸付の特例について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.26
(決)昭61. 6.27
(施)昭61. 6.27

社会課

4412 6 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金生活資金の貸付の特例について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 9
(決)昭61. 4. 9
(施)昭61. 4.10

社会課

4412 7 世帯更生資金例規通知文綴
｢昭和60年度版世帯更生資金貸付手帳」における
貸付取扱い問答の一部改正及び貸付限度額の取扱
いについて

昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.23
(施)昭61. 1.23

社会課

4412 8 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」及び「世帯更生資
金の取扱いについて」の一部改正について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 8
(決)昭60. 6.14
(施)昭60. 6.14

社会課

4412 9 世帯更生資金例規通知文綴 昭和60年度における世帯更生資金の貸付について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 5.29
(施)昭60. 5.29

社会課

4412 10 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金運営要領」及び「世帯更生資金の
取扱いについて」の一部改正について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.23
(決)昭60. 4.24
(施)昭60. 4.24

社会課

4412 11 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金生活資金の貸付の特例について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 4
(決)昭60. 4. 8
(施)昭60. 4. 8

社会課
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4412 12 世帯更生資金例規通知文綴
昭和60年度における世帯更生貸付等補助金の国庫
補助の取扱いについて

昭和６０年度 (起)昭60. 5.24 社会課

4412 13 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金貸付制度要綱等の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 6

社会課

4412 14 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金生活資金の貸付の特例について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.23
(施)昭58. 3.24

社会課

4412 15 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金生活資金の貸付の特例について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.19
(決)昭58. 3.23
(施)昭58. 3.24

社会課

4412 16 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」及び「世帯更生資
金の取扱いについて」の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.24
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

社会課

4412 17 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」及び「世帯更生資
金の取扱いについて」の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.21
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

社会課

4412 18 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金生活資金の貸付の特例について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.27
(施)昭56. 3.28

社会課

4412 19 世帯更生資金例規通知文綴 専修学校生徒に対する就学資金の貸付について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.29
(決)昭55. 8. 5
(施)昭55. 8. 5

社会課

4412 20 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」及び「世帯更生資
金の取扱いについて」の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 9
(決)昭55. 6.11
(施)昭55. 6.11

社会課

4412 21 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金生活資金の貸付の特例について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.18
(決)昭55. 3.24
(施)昭55. 3.25

社会課

4412 22 世帯更生資金例規通知文綴 「世帯更生資金会計要領」の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 6
(決)昭55. 3. 8
(施)昭55. 3. 8

社会課

4412 23 世帯更生資金例規通知文綴 「世帯更生資金運営要領」の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 6
(決)昭55. 3. 8
(施)昭55. 3. 8

社会課

4412 24 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金生活資金の貸付の臨時特例について 昭和５４年度
(起)昭54.12.25
(決)昭55. 1. 5
(施)昭55. 1. 7

社会課

4412 25 世帯更生資金例規通知文綴
世帯更生資金制度の貸付限度額の改正予定につい
て（厚生省通知）

昭和５４年度 社会課

4412 26 世帯更生資金例規通知文綴
国民年金特例納付に係る世帯更生資金福祉資金の
貸付の実施について（厚生省通知）

昭和５４年度 社会課

4412 27 世帯更生資金例規通知文綴
生活保護法による保護の実施要領の取扱い（耐震
装置つき石油ストーブの買換え）について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.28
(決)昭53. 8.30
(施)昭53. 8.30

社会課

4412 28 世帯更生資金例規通知文綴
世帯更生資金運営要領の一部改正について（厚生
省通知）

昭和５３年度 社会課

4412 29 世帯更生資金例規通知文綴
世帯更生運動推進費の国庫補助について（厚生省
通知）

昭和５３年度 社会課

4412 30 世帯更生資金例規通知文綴
世帯更生運動推進費の国庫補助について（厚生省
通知）

昭和５２年度 社会課

4412 31 世帯更生資金例規通知文綴
世帯更生運動推進費の国庫補助について（厚生省
通知）

昭和５１年度 社会課

4412 32 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」の一部改正につい
て

昭和５２年度 社会課
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4412 33 世帯更生資金例規通知文綴
生業費及び身体障害者生業費貸付けの取扱いにつ
いて

昭和５１年度 社会課

4412 34 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」の一部改正につい
て

昭和５１年度 社会課

4412 35 世帯更生資金例規通知文綴
｢世帯更生資金貸付制度要綱」の一部改正につい
て

昭和５０年度 社会課

4412 36 世帯更生資金例規通知文綴
世帯更生資金貸付制度要綱（福祉資金）の貸付対
象について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.28
(決)昭49.10. 5
(施)昭49.10. 7

社会課

4412 37 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金貸付制度の改正について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.16
(決)昭49. 8. 1
(施)昭49. 8. 1

社会課

4412 38 世帯更生資金例規通知文綴 世帯更生資金貸付制度の改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.28
(決)昭48. 7. 4
(施)昭48. 7. 4

社会課

4412 39 世帯更生資金例規通知文綴
世帯更生運動推進事務費の国庫補助について（厚
生省通知）

昭和４８年度 社会課

4413 1 陳情事項の措置状況
陳情文書表（昭和52年11月定例会）の報告につい
て

昭和５２年度 社会課

4413 2 陳情事項の措置状況
陳情文書表（昭和52年９月定例会）の報告につい
て

昭和５２年度 社会課

4413 3 陳情事項の措置状況
陳情文書表（昭和52年６月定例会）の報告につい
て

昭和５２年度 社会課

4413 4 陳情事項の措置状況
陳情文書表（昭和52年２月定例会）の報告につい
て

昭和５１年度 社会課

4413 5 陳情事項の措置状況
陳情文書表（昭和51年11月定例会）の報告につい
て

昭和５１年度 社会課

4413 6 陳情事項の措置状況
陳情文書表（昭和51年６月定例会）の報告につい
て

昭和５１年度 社会課

4413 7 陳情事項の措置状況
陳情文書表（昭和51年２月定例会）の報告につい
て

昭和５０年度 社会課

4414 1
軽費老人ホーム設置届（玉沢昭寿
園）

軽費老人ホーム設置届について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.12
(決)昭48. 6.18
(施)昭48. 6.18

援護課

4415 1 施設設備実績報告書（権現荘）
昭和50年度老人福祉施設施設整備費負担金交付額
の確定について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.23
(決)昭51. 5. 1

老人福祉課

4415 2 施設設備実績報告書（権現荘）
昭和50年度社会福祉施設等施設整備費国庫負担金
事業実績報告書の進達について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 4. 6 老人福祉課

4415 3 施設設備実績報告書（権現荘）
昭和50年度社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
交付申請に関する進達について

昭和５０年度 (起)昭50.10. 8 老人福祉課

4416 1 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 4
(決)昭49. 3. 6
(施)昭49. 3. 7

老人援護課

4416 2 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和４８年度
(起)昭48.12.20
(決)昭48.12.24
(施)昭48.12.24

老人援護課

4416 3 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.12.24
(決)昭48.12.24
(施)昭48.12.24

老人援護課
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4416 4 46老人保護措置費例規綴 
「老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて」
の一部改正について

昭和４８年度
(起)昭48.12.20
(決)昭48.12.24
(施)昭48.12.24

老人援護課

4416 5 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の取扱いについて（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10.24
(決)昭48.10.31
(施)昭48.11. 2

老人援護課

4416 6 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.26
(決)昭48.10. 4
(施)昭48.10. 4

老人援護課

4416 7 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人福祉施設における民間施設
給与等改善費について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.16
(決)昭48. 6.18
(施)昭48. 6.19

老人援護課

4416 8 46老人保護措置費例規綴 
老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.30
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 6.30

老人援護課

4416 9 46老人保護措置費例規綴 
老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.16
(決)昭48. 6.18
(施)昭48. 6.19

老人援護課

4416 10 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.16
(決)昭48. 6.18
(施)昭48. 6.19

老人援護課

4416 11 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の取扱いについて（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 4
(決)昭48. 5. 7
(施)昭48. 5. 7

老人援護課

4416 12 46老人保護措置費例規綴 
特別養護老人ホーム静光園の事務費支弁額につい
て（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.10
(施)昭48. 4.11

老人援護課

4416 13 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人保護措置費の国庫負担の一
部改正について（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 7
(決)昭48. 4.10
(施)昭48. 4.11

老人援護課

4416 14 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.13
(決)昭48. 3.13
(施)昭48. 3.14

社会課

4416 15 46老人保護措置費例規綴 
被措置者が入院した場合における措置の廃止等に
ついて（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.10
(決)昭48. 3. 3
(施)昭48. 3. 5

社会課

4416 16 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による被措置者が入院した場合におけ
る日用品費の支弁について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.26
(決)昭48. 3. 3
(施)昭48. 3. 5

社会課

4416 17 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47.12.13
(決)昭47.12.14
(施)昭47.12.14

社会課

4416 18 46老人保護措置費例規綴 
「老人保護措置費の国庫負担について」の一部改
正について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47.12.13
(決)昭47.12.14
(施)昭47.12.14

社会課

4416 19 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47.11. 7
(決)昭47.11.15
(施)昭47.11.15

社会課

4416 20 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人福祉施設における民間施設
給与等改善費の取扱いについて（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47.10.27
(決)昭47.10.30
(施)昭47.10.31

社会課

4416 21 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.17
(決)昭47. 7.25
(施)昭47. 7.29

社会課

4416 22 46老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.17
(決)昭47. 7.25
(施)昭47. 7.29

社会課

4416 23 46老人保護措置費例規綴 
昭和47年度施設事務費支弁額決定事務指導につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.18
(施)昭47. 5.18

社会課

4416 24 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人保護措置費の国庫負担につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 4.17
(決)昭47. 4.18
(施)昭47. 4.19

社会課
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4416 25 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人保護措置費の国庫負担の一
部改正について

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 5
(決)昭47. 1. 8
(施)昭47. 1. 8

社会課

4416 26 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人保護措置費の国庫負担につ
いて

昭和４６年度
(起)昭47. 1. 5
(決)昭47. 1. 8
(施)昭47. 1. 8

社会課

4416 27 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人保護措置費の国庫負担につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(決)昭46.10.28
(施)昭46.10.28

社会課

4416 28 46老人保護措置費例規綴 老人ホームの移送に要する費用の取扱いについて 昭和４６年度
(起)昭46. 9.27
(決)昭46.10.12
(施)昭46.10.12

社会課

4416 29 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人保護措置費の国庫負担につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 4.27
(決)昭46. 4.30
(施)昭46. 4.30

社会課

4416 30 46老人保護措置費例規綴 
老人福祉法による老人保護措置費の国庫負担につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 4.28
(決)昭46. 4.30
(施)昭46. 4.30

社会課

4417 1 49老人保護措置費例規綴
昭和52年度老人保護措置費国庫負担金等の交付申
請について

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 8
(決)昭52. 3. 9
(施)昭52. 3. 9

老人福祉課

4417 2 49老人保護措置費例規綴
「老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて」
の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.25
(決)昭52. 2.26
(施)昭52. 2.26

老人福祉課

4417 3 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.25
(決)昭52. 2.26
(施)昭52. 2.26

老人福祉課

4417 4 49老人保護措置費例規綴 給与改定に伴う措置費基準額の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭51.12.20
(決)昭51.12.21
(施)昭51.12.21

老人福祉課

4417 5 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５１年度
(起)昭51.11.12
(決)昭51.11.16
(施)昭51.11.16

老人福祉課

4417 6 49老人保護措置費例規綴
老人保護措置費における一般生活費の「入院患者
日用品費地区別冬期加算額」について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11. 8
(施)昭51.11. 8

老人福祉課

4417 7 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.24
(決)昭51. 8.27
(施)昭51. 8.27

老人福祉課

4417 8 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて 昭和５１年度
(起)昭51. 6.15
(決)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.23

老人福祉課

4417 9 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.15
(決)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.23

老人福祉課

4417 10 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.10
(決)昭51. 5.14
(施)昭51. 5.14

老人福祉課

4417 11 49老人保護措置費例規綴
昭和51年度における老人福祉施設事務費等基準額
の改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 4
(施)昭51. 5. 8

老人福祉課

4417 12 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(施)昭51. 4.20

老人福祉課

4417 13 49老人保護措置費例規綴
「老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて」
の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50.11.20
(施)昭50.11.27

老人福祉課

4417 14 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50.11.20
(施)昭50.11.27

老人福祉課

4417 15 49老人保護措置費例規綴
老人保護措置費における一般生活費の「入院患者
日用品費地区別冬季加算額」について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50.11.17
(施)昭50.11.20

老人福祉課
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4417 16 49老人保護措置費例規綴 社会福祉施設の運営指導について 昭和５０年度
(起)昭50.10.21
(施)昭50.10.28

老人福祉課

4417 17 49老人保護措置費例規綴
老人福祉法による養護老人ホームにおける病弱者
介護加算制度について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 4
(決)昭50. 9.11
(施)昭50. 9.12

老人福祉課

4417 18 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 8.28
(施)昭50. 9. 1

老人福祉課

4417 19 49老人保護措置費例規綴
老人保護措置費における特例加算の承認について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.24
(施)昭50. 7. 2

老人福祉課

4417 20 49老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて（伺
い）

昭和５０年度 老人福祉課

4417 21 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 2
(決)昭50. 6.12
(施)昭50. 6.12

老人福祉課

4417 22 49老人保護措置費例規綴
昭和50年度老人福祉施設措置費の基準額改定につ
いて（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.14
(決)昭50. 4.19
(施)昭50. 4.21

老人援護課

4417 23 49老人保護措置費例規綴
社会福祉施設における運営費の運用について（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.20
(決)昭50. 2.24
(施)昭50. 2.24

老人援護課

4417 24 49老人保護措置費例規綴
「老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて」
の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.27
(決)昭50. 2. 3
(施)昭50. 2. 3

老人援護課

4417 25 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の所要額調書について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 8
(決)昭50. 1.10

老人援護課

4417 26 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.12.26
(決)昭49.12.28
(施)昭49.12.28

老人援護課

4417 27 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.12.18
(決)昭49.12.23
(施)昭49.12.24

老人援護課

4417 28 49老人保護措置費例規綴
老人福祉法第11条に規定する措置に要する費用の
徴収について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.13
(施)昭49.11.14

老人援護課

4417 29 49老人保護措置費例規綴
老人保護措置費における特例加算の承認について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11. 8
(決)昭49.11.13
(施)昭49.11.13

老人援護課

4417 30 49老人保護措置費例規綴
老人保護措置費における一般生活費の「入院患者
日用品費地区別冬季加算額」について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.26
(施)昭49.10.26

老人援護課

4417 31 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.10. 3
(決)昭49.10. 5
(施)昭49.10. 7

老人援護課

4417 32 49老人保護措置費例規綴 老人福祉法第28条による費用徴収額について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 4
(決)昭49. 9. 7
(施)昭49. 9. 7

老人援護課

4417 33 49老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.20
(決)昭49. 8.26
(施)昭49. 8.26

老人援護課

4417 34 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 8.20
(決)昭49. 8.26
(施)昭49. 8.26

老人援護課

4417 35 49老人保護措置費例規綴
養護老人ホーム等に収容措置されている者が死亡
した場合の取扱い等について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 7.15
(決)昭49. 7.16
(施)昭49. 7.16

老人援護課

4417 36 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.25
(決)昭49. 6.29
(施)昭49. 6.29

老人援護課
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4417 37 49老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて（伺
い）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.25
(決)昭49. 6.29
(施)昭49. 6.29

老人援護課

4417 38 49老人保護措置費例規綴
老人福祉施設措置費（一般事務費）の基準額の改
正について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.17
(決)昭49. 5.21
(施)昭49. 5.21

老人援護課

4417 39 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 4.12
(決)昭49. 4.20
(施)昭49. 4.20

老人援護課

4417 40 49老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について（通知） 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 6
(決)昭49. 3. 7
(施)昭49. 3. 7

老人援護課

4417 41 49老人保護措置費例規綴
老人ホームにおける食事サービスの実施について
（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 9
(決)昭48. 8.29
(施)昭48. 8.31

老人援護課

4418 1 50老人保護措置費例規集
老人保護措置費徴収基準の改正に伴う告示につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(決)昭51. 7.15
(施)昭51. 7.23

老人福祉課

4418 2 50老人保護措置費例規集
老人福祉法第28条第１項の規定による本人又はそ
の扶養義務者の負担する費用の徴収額の告示につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 3.31

老人福祉課

4418 3 50老人保護措置費例規集 老人福祉法施行細則の一部改正について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.23 老人福祉課

4418 4 50老人保護措置費例規集
簡易老人憩の家設置費補助金交付要綱及び同設置
運営要綱の制定について

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 8
(決)昭50. 5.24

老人福祉課

4418 5 50老人保護措置費例規集 簡易老人憩の家設置費補助金の交付内示について 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 4
(決)昭50. 7.10
(施)昭50. 7.11

老人福祉課

4419 1 46例規綴 配置販売品目指定基準の改正等について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.16
(施)昭46. 4.17

薬務課

4419 2 46例規綴
医薬品販売業者における医薬品等の広告の自粛に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 3.25
(施)昭46. 5. 8

薬務課

4419 3 46例規綴 医薬品広告に関する懇談会の開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.16
(施)昭46. 4.17

薬務課

4419 4 46例規綴
医薬品販売業者における医薬品等の広告の自粛に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 5. 7
(決)昭46. 5. 8
(施)昭46. 5. 8

薬務課

4419 5 46例規綴 薬局等における医薬品の広告の自粛について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.23
(決)昭46. 4.30
(施)昭46. 4.30

薬務課

4419 6 46例規綴
薬事法施行規則及び昭和36年２月厚生省告示第17
号の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46. 6. 1
(決)昭46. 6. 8

薬務課

4419 7 46例規綴 無承認無許可医薬品の指導取締りについて 昭和４６年度
(起)昭46. 6.12
(決)昭46. 6.22

薬務課

4419 8 46例規綴 局所麻酔剤等の使用上の注意事項について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 2
(決)昭46. 6. 7
(施)昭46. 6.25

薬務課

4419 9 46例規綴 薬事法第39条の解釈について（照会） 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 1
(決)昭46. 6.21
(施)昭46. 6.22

薬務課

4419 10 46例規綴 配置販売品目指定基準の有効成分について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 6
(決)昭46. 8. 9

薬務課
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4419 11 46例規綴
薬事法施行規則及び昭和36年２月厚生省告示第17
号の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 6
(決)昭46. 8. 9

薬務課

4419 12 46例規綴 代用消毒薬品の指定取り消しについて 昭和４６年度
(起)昭46.10. 7
(施)昭46.10. 8

薬務課

4419 13 46例規綴 代用消毒薬品の指定について 昭和４６年度
(起)昭46.10.27
(施)昭46.11. 8

薬務課

4419 14 46例規綴
薬局等の配置の基準を定める条例第３条ただし書
に規定する｢知事が特に必要であると認める場
合」の内規について

昭和４６年度
(起)昭46.11.10
(決)昭46.11.13
(施)昭46.11.15

薬務課

4419 15 46例規綴 医薬品等適正広告基準の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46.11.11
(決)昭46.11.13
(施)昭46.11.16

薬務課

4419 16 46例規綴 代用消毒用薬品の指定について 昭和４６年度
(起)昭46.12.14
(決)昭46.12.15
(施)昭46.12.15

薬務課

4419 17 46例規綴 薬事監視要領の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.11.29

薬務課

4419 18 46例規綴
昭和36年２月厚生省告示第17号の一部改正につい
て

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 1
(決)昭47. 2. 5

薬務課

4419 19 46例規綴 ピザチンを含有する医薬品の取扱いについて 昭和４６年度 (施)昭47. 3.18 薬務課

4419 20 46例規綴 イミプラミン製剤の使用について 昭和４６年度 (施)昭47. 3.24 薬務課

4419 21 46例規綴 薬局及び医薬品販売業の管理について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.18
(施)昭47. 3.23

薬務課

4419 22 46例規綴 配置販売品目指定基準の改正等について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.10
(決)昭47. 1.13
(施)昭47. 1.25

薬務課

4419 23 46例規綴 医療用具の効能の範囲について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.18
(決)昭47. 2.21
(施)昭47. 3. 1

薬務課

4420 1 47例規綴 第八改正日本薬局方正誤表の送付について 昭和４７年度 (収)昭47. 4. 4
厚生省薬務局製
薬第２課

4420 2 47例規綴 医薬品広告の｢使用上の注意」について 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 6
(決)昭47. 4.13
(施)昭47. 4.13

薬務課

4420 3 47例規綴 三環系抗うつ剤等の使用上の注意事項について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.13
(決)昭47. 4.17
(施)昭47. 5. 8

薬務課

4420 4 47例規綴
抗生物質製剤の使用上の注意事項の一部改正につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 4.15
(決)昭47. 4.18
(施)昭47. 5. 8

薬務課

4420 5 47例規綴
農業協同組合の合併に伴う特例販売業の許可及び
毒物劇物販売業の登録について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.19
(決)昭47. 5.20
(施)昭47. 5.23

薬務課

4420 6 47例規綴 管理薬剤師の管理及び勤務について 昭和４７年度 (収)昭47. 4.20
厚生省薬務局薬
事課長

4420 7 47例規綴
薬局等の配置の基準を定める条例の運用等につい
て

昭和４７年度 (起)昭47. 5. 4 薬務課
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4420 8 47例規綴
沖縄における輸入監視薬事専門官室の設置につい
て（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.27
(決)昭47. 5.31
(施)昭47. 6. 1

薬務課

4420 9 47例規綴
復帰後、沖縄から搬入される医薬品等の監視取締
りについて（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.24
(決)昭47. 5.31
(施)昭47. 6. 1

薬務課

4420 10 47例規綴 薬事法施行規則の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.17
(決)昭47. 7.23
(施)昭47. 7.28

薬務課

4420 11 47例規綴 配置販売業者の取り扱う品目について 昭和４７年度 (収)昭47. 7.17
厚生省薬務局薬
事課長

4420 12 47例規綴
業務を行わない薬局等の取り扱いについて（通
知）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.31
(決)昭47. 8. 1
(施)昭47. 8. 3

薬務課

4420 13 47例規綴
薬局等の配置の基準を定める条例第３条ただし書
に規定する｢知事が特に必要であると認める場
合」の内規について

昭和４７年度
(起)昭47. 8.11
(決)昭47. 8.18
(施)昭47. 8.21

薬務課

4420 14 47例規綴 医薬品等輸入監視要領の一部改正について 昭和４７年度 (収)昭47. 8.21 厚生省薬務局長

4420 15 47例規綴
薬事法施行規則及び昭和36年２月厚生省告示第17
号の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.13
(決)昭47. 9.22
(施)昭47. 9.26

薬務課

4420 16 47例規綴 動物用医薬品販売業の取扱いについて 昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.21
(施)昭47.10.25

薬務課

4420 17 47例規綴 保存血液等の抜き取り検査について 昭和４７年度
(起)昭47.10. 5
(決)昭47.10. 9
(施)昭47.10.26

薬務課

4420 18 47例規綴
｢薬局開設者等に係る薬事法75条第１項の規定に
よる処分基準」の一部改正案について

昭和４７年度 (収)昭47.11. 8
厚生省薬務局監
視課長

4420 19 47例規綴 薬種商販売業の許可について 昭和４７年度
(起)昭47.11.16
(決)昭47.11.18
(施)昭47.11.22

薬務課

4420 20 47例規綴 コンドーム自動販売機設置基準について 昭和４７年度
(起)昭47.11.16
(決)昭47.11.20

薬務課

4420 21 47例規綴 コンドーム自動販売機の取扱いについて 昭和４７年度
(起)昭47.11.21
(決)昭47.11.22
(施)昭47.11.22

薬務課

4420 22 47例規綴 合併に伴う医薬品販売業の許可について 昭和４７年度
(起)昭47.12.13
(決)昭47.12.15
(施)昭47.12.25

薬務課

4420 23 47例規綴
薬事法施行規則及び昭和36年２月厚生省告示第17
号の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭48. 2. 1
(決)昭48. 2. 1

薬務課

4420 24 47例規綴 コンドーム自動販売機について 昭和４７年度
(起)昭48. 2.23
(決)昭48. 2.24
(施)昭48. 2.27

薬務課

4420 25 47例規綴
薬事法並びに毒物及び劇物取締法にかかわる知事
権限の保健所長に対する委任等にともなう事務処
理の留意事項について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.26
(決)昭48. 3.27
(施)昭48. 3.27

薬務課

4420 26 47例規綴 医療用具販売業者届出済証の届出済番号について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.30
(決)昭48. 3.30
(施)昭48. 3.30

薬務課

4420 27 47例規綴 医薬品販売業者の許可について 昭和４８年度
(起)昭48. 3.24
(決)昭48. 3.24
(施)昭48. 4. 5

薬務課
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4420 28 47例規綴 日本薬局方収載医薬品の取り扱いについて 昭和４７年度
(起)昭48. 1.18
(決)昭48. 1.19
(施)昭48. 1.22

薬務課

4421 1 46医薬品製造関係例規綴 医薬品の使用期限の表示 昭和４６年度
(起)昭46. 4.20
(決)昭46. 4.26
(施)昭46. 4.26

薬務課

4421 2 46医薬品製造関係例規綴
皮膚等の消毒・清浄用綿類の取扱いについて（通
知）

昭和４６年度
(起)昭46. 5. 4
(決)昭46. 5.12
(施)昭46. 5.12

薬務課

4421 3 46医薬品製造関係例規綴
日本薬局方の制定および日本薬局方の制定に伴う
関係告示の整理に関する告示について

昭和４６年度
(起)昭46. 6. 1
(決)昭46. 6.18
(施)昭46. 6.18

薬務課

4421 4 46医薬品製造関係例規綴 有機塩素系殺虫剤の取扱いについて（通知） 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 1
(決)昭46. 6.22
(施)昭46. 6.22

薬務課

4421 5 46医薬品製造関係例規綴
ホウ酸又はホウ砂を含有する医療部外品等の取扱
いについて

昭和４６年度
(起)昭46. 6.10
(決)昭46. 6.25
(施)昭46. 6.25

薬務課

4421 6 46医薬品製造関係例規綴
医薬品の製造（輸入）承認申請における資料の提
出について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.16
(決)昭46. 7.26
(施)昭46. 7.26

薬務課

4421 7 46医薬品製造関係例規綴 医薬品の製造等の承認の整理について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.16
(決)昭46. 7.26
(施)昭46. 7.26

薬務課

4421 8 46医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４６年度 (収)昭46. 7. 3 厚生省薬務局長

4421 9 46医薬品製造関係例規綴
新開発医薬品の副作用報告の一部改正について
（通知）

昭和４６年度
(起)昭46. 7.19
(決)昭46. 7.26
(施)昭46. 7.26

薬務課

4421 10 46医薬品製造関係例規綴 薬効問題懇親会の答申について（通知） 昭和４６年度 (収)昭46. 7. 8 厚生省薬務局長

4421 11 46医薬品製造関係例規綴 新開発医薬品の承認について（通知） 昭和４６年度 (収)昭46. 9.20 厚生省薬務局長

4421 12 46医薬品製造関係例規綴
医薬部外品たる皮膚等の清浄用綿類の取り扱いに
ついて（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.10. 9
(決)昭46.10.10
(施)昭46.10.11

薬務課

4421 13 46医薬品製造関係例規綴
抗生物質医薬品の製造承認及び製造許可申請書の
取扱いについて

昭和４６年度 (収)昭46. 8.27
厚生省薬務局細
菌製剤課審査係

4421 14 46医薬品製造関係例規綴
医薬品の製造（輸入）承認申請における資料の提
出に関する取扱いについて（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.10.26
(決)昭46.11. 2
(施)昭46.11. 2

薬務課

4421 15 46医薬品製造関係例規綴
特定工場における公害防止組織整備に関する法
律、同法施行令及び同法施行規則の施行について
（案）

昭和４６年度
(起)昭46.10.14
(決)昭46.10.25
(施)昭46.10.25

薬務課

4421 16 46医薬品製造関係例規綴
殺虫剤の製造（輸入）承認に関する取扱いについ
て（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.11.13
(決)昭46.11.18
(施)昭46.11.18

薬務課

4421 17 46医薬品製造関係例規綴 医薬品の規格及び試験方法について（通知） 昭和４６年度 (収)昭46.11.18 厚生省薬務局長

4421 18 46医薬品製造関係例規綴 医薬品の副作用報告について（通知） 昭和４６年度
(起)昭46.11.27
(決)昭46.11.29
(施)昭46.11.29

薬務課

4421 19 46医薬品製造関係例規綴
第八改正日本薬局方の施行に伴う日本薬局方ガー
ゼの取扱いについて

昭和４６年度
(起)昭46.12. 6
(決)昭46.12. 9
(施)昭46.12. 9

薬務課
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4421 20 46医薬品製造関係例規綴 新開発医薬品の承認について（通知） 昭和４６年度 (収)昭46.12. 3 厚生省薬務局長

4421 21 46医薬品製造関係例規綴
無許可化粧品の監視取締りの強化について（通
知）

昭和４６年度
(起)昭46.12.15
(決)昭46.12.20
(施)昭46.12.20

薬務課

4421 22 46医薬品製造関係例規綴 医薬品再評価の実施について（通知） 昭和４６年度
(起)昭46.12.23
(決)昭46.12.27
(施)昭46.12.27

薬務課

4421 23 46医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について－その１（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.12.23
(決)昭46.12.27
(施)昭46.12.27

薬務課

4421 24 46医薬品製造関係例規綴
医薬品の再評価に伴う製造（輸入）承認許可申請
書の取扱いについて（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.12.25
(決)昭46.12.27
(施)昭46.12.27

薬務課

4421 25 46医薬品製造関係例規綴
かぜ薬に配合する有効成分の最小配合量について
（通知）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.14
(決)昭47. 1.17
(施)昭47. 1.17

薬務課

4421 26 46医薬品製造関係例規綴
ヘキサクロロフェン等を含有する医薬品の取扱い
および使用上の注意事項について（通知）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.13
(決)昭47. 1.17
(施)昭47. 1.17

薬務課

4421 27 46医薬品製造関係例規綴
いわゆるドリンク剤に対する物品税の非課税証明
書の交付申請について

昭和４６年度 (収)昭47. 1.12
厚生省薬務局企
業課長

4421 28 46医薬品製造関係例規綴
イドクスウリジン等を含有する医薬品の使用上の
注意について（通知）

昭和４６年度
(起)昭47. 1.13
(決)昭47. 1.17
(施)昭47. 1.17

薬務課

4421 29 46医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４６年度 (収)昭47. 1.17 厚生省薬務局長

4421 30 46医薬品製造関係例規綴 化粧品品質基準の一部改正について（通知） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.21
(決)昭47. 1.24
(施)昭47. 1.24

薬務課

4421 31 46医薬品製造関係例規綴
薬価基準収載医薬品に関する供給開始報告につい
て（通知）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 2
(決)昭47. 3. 8
(施)昭47. 3. 8

薬務課

4421 32 46医薬品製造関係例規綴
昭和47年度インフルエンザワクチン製造株につい
て

昭和４６年度 (収)昭47. 2. 7 厚生省薬務局長

4421 33 46医薬品製造関係例規綴 乳糖に関する輸入制度の改正について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 2
(決)昭47. 3. 8
(施)昭47. 3. 8

薬務課

4421 34 46医薬品製造関係例規綴 輸出用医薬品等の証明書の発給について（通知） 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 2
(決)昭47. 3. 8
(施)昭47. 3. 8

薬務課

4421 35 46医薬品製造関係例規綴 輸液製造状況調査について（報告） 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 2
(決)昭47. 3. 8
(施)昭47. 3. 8

薬務課

4421 36 46医薬品製造関係例規綴 輸液製造状況調査について（報告） 昭和４６年度 (起)昭47. 2.28 薬務課

4421 37 46医薬品製造関係例規綴 化粧品の効能の範囲について（通知） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.10
(決)昭47. 3.13
(施)昭47. 3.13

薬務課

4421 38 46医薬品製造関係例規綴
医薬品（かぜ薬）の製造承認申請書中の容器の材
質について（通知）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 2
(決)昭47. 3. 8
(施)昭47. 3. 8

薬務課

4421 39 46医薬品製造関係例規綴
ヘキサクロロフェン等を含有する医薬部外品の取
扱いについて（通知）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 7
(決)昭47. 3. 9
(施)昭47. 3. 9

薬務課

4421 40 46医薬品製造関係例規綴
ホルモンを含有する医薬品の取扱いについて（通
知）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 7
(決)昭47. 3. 9
(施)昭47. 3. 9

薬務課
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4421 41 46医薬品製造関係例規綴
ビサチンを含有する医薬品の取扱いについて（通
知）

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 7
(決)昭47. 3.18
(施)昭47. 3.22

薬務課

4421 42 46医薬品製造関係例規綴 ドリンク剤に対する非課税証明書の交付について 昭和４６年度 (収)昭47. 3.22
厚生省薬務局企
業課長

4421 43 46医薬品製造関係例規綴
ビサチン、ホルモン又はヘキサクロロフェンを含
有する医薬品の取扱いについて（通知）

昭和４６年度 (収)昭47. 3.25
厚生省薬務局製
薬第一課

4421 44 46医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価における評価判定等について（通
知）

昭和４６年度 (収)昭47. 3.25
厚生省薬務局製
薬第二課

4421 45 46医薬品製造関係例規綴 承認の整理の処理追補 昭和４６年度 (収)昭46. 9.18
厚生省薬務局製
薬第一課

4422 1 47医薬品製造関係例規綴
医薬品の再評価に伴う製造（輸入）承認許可申請
書の取扱いについて（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.17
(決)昭47. 4.20
(施)昭47. 4.20

薬務課

4422 2 47医薬品製造関係例規綴
医薬品の再評価に伴う製造（輸入）承認許可申請
書の取り扱いについて（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.21
(決)昭47. 4.27
(施)昭47. 4.27

薬務課

4422 3 47医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その２（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.21
(決)昭47. 4.27
(施)昭47. 4.27

薬務課

4422 4 47医薬品製造関係例規綴
サルチル酸ナトリウムとコンドロイチン硫酸ナト
リウムとの配合剤の使用上の注意事項等について
（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 1
(決)昭47. 5. 9
(施)昭47. 5. 9

薬務課

4422 5 47医薬品製造関係例規綴
医用電気機器の添付文書に記載すべき使用上の注
意事項ついて（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 7
(決)昭47. 6.12
(施)昭47. 6.12

薬務課

4422 6 47医薬品製造関係例規綴
日本脳炎ワクチンの接種間隔及び添付文書等記載
事項の変更について（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.29
(決)昭47. 6.14
(施)昭47. 6.14

薬務課

4422 7 47医薬品製造関係例規綴
日本脳炎ワクチンの接種間隔の変更について（通
知）

昭和４７年度 (収)昭47. 5. 4
厚生省薬務局細
菌製剤課

4422 8 47医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４７年度 (収)昭47. 7. 4 厚生省薬務局長

4422 9 47医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和４７年度 (収)昭47. 6.17 厚生省薬務局長

4422 10 47医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その３（通知）

昭和４７年度
(起)昭47. 8. 7
(決)昭47. 8.15
(施)昭47. 8.15

薬務課

4422 11 47医薬品製造関係例規綴 公害防止措置について 昭和４７年度 (収)昭47. 7.31 厚生省薬務局長

4422 12 47医薬品製造関係例規綴 解熱鎮痛薬の製造（輸入）承認基準（案） 昭和４７年度 (収)昭47. 7. 4
厚生省薬務局製
薬第一課

4422 13 47医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４７年度 (収)昭47. 9. 5 厚生省薬務局長

4422 14 47医薬品製造関係例規綴 新開発医薬品の承認について（通知） 昭和４７年度 (収)昭47. 8.14 厚生省薬務局長

4422 15 47医薬品製造関係例規綴
医薬品の再評価に伴う製造（輸入）承認・許可申
請書の取扱いについて（通知）

昭和４７年度 (収)昭47. 4.11 厚生省薬務局長
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4422 16 47医薬品製造関係例規綴
医薬品等製造業及び輸入販売業の許可更新につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 9.26
(決)昭47. 9.29
(施)昭47. 9.29

薬務課

4422 17 47医薬品製造関係例規綴 化粧品の販売名について（通知） 昭和４７年度
(起)昭47.10.11
(決)昭47.10.16
(施)昭47.10.16

薬務課

4422 18 47医薬品製造関係例規綴 日本薬局方の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47.10. 9
(決)昭47.10.17
(施)昭47.10.17

薬務課

4422 19 47医薬品製造関係例規綴 細菌汚染対策について 昭和４７年度 (収)昭47.10.20

4422 20 47医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その４（通知）

昭和４７年度
(起)昭47.10.23
(決)昭47.10.31
(施)昭47.10.31

薬務課

4422 21 47医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価における評価判定の一部改正等につ
いて（通知）

昭和４７年度 (収)昭47.10.20
厚生省薬務局製
薬第一課

4422 22 47医薬品製造関係例規綴 人工心臓弁基準の制定について（通知） 昭和４７年度 (収)昭47.11. 6 厚生省薬務局長

4422 23 47医薬品製造関係例規綴 参照日本脳炎ワクチンについて（通知） 昭和４７年度 (収)昭47.11. 6
厚生省薬務局細
菌製剤課長

4422 24 47医薬品製造関係例規綴
解熱鎮痛薬の製造（輸入）承認基準及び添付文書
等に記載する使用上の注意について（通知）

昭和４７年度
(起)昭47.12. 7
(決)昭47.12. 8
(施)昭47.12. 8

薬務課

4422 25 47医薬品製造関係例規綴
解熱鎮痛薬の添付文書等に記載する使用上の注意
について

昭和４７年度 (収)昭47.11.28 厚生省薬務局長

4422 26 47医薬品製造関係例規綴
昭和48年度インフルエンザワクチン製造株の決定
について

昭和４７年度 (収)昭47.12. 8 厚生省薬務局長

4422 27 47医薬品製造関係例規綴
医薬品に使用することができるタール色素を定め
る省令の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭47.12.25
(決)昭47.12.26
(施)昭47.12.26

薬務課

4422 28 47医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その５（通知）

昭和４７年度
(起)昭47.12.25
(決)昭47.12.26
(施)昭47.12.26

薬務課

4422 29 47医薬品製造関係例規綴
解熱鎮痛薬の製造（輸入）承認事務の取扱いにつ
いて

昭和４７年度
(起)昭48. 1.11
(決)昭48. 1.13
(施)昭48. 1.13

薬務課

4422 30 47医薬品製造関係例規綴
薬事法施行令第15条の２第２項の規定に基づき医
薬品の種類を指定する等の件及び配置販売品目指
定基準の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 9
(決)昭48. 1.11
(施)昭48. 1.11

薬務課

4422 31 47医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４７年度 (収)昭48. 1.16 厚生省薬務局長

4422 32 47医薬品製造関係例規綴
いわゆるドリンク剤に対する物品税の非課税証明
書の交付申請について

昭和４７年度
厚生省薬務局企
業課長

4422 33 47医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その６（通知）

昭和４７年度
(起)昭48. 1.26
(決)昭48. 1.30
(施)昭48. 1.30

薬務課

4422 34 47医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和４７年度 (収)昭48. 1.16 厚生省薬務局長

4422 35 47医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準書の送付について 昭和４７年度 (収)昭48. 3. 8
厚生省薬務局製
薬第二課長
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4422 36 47医薬品製造関係例規綴
放射性医薬品製造規則の一部改正について（通
知）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.12 厚生省薬務局長

4423 1 48医薬品製造関係例規綴
工業再配置促進法の規定による工場の移転に関す
る計画の認定について

昭和４７年度 (収)昭48. 3.31
厚生省薬務局企
業課長

4423 2 48医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.25 厚生省薬務局長

4423 3 48医薬品製造関係例規綴 ソフトコンタクトレンズの副作用報告について 昭和４８年度 (収)昭48. 5. 7 厚生省薬務局長

4423 4 48医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価における評価判定の改正等について
（通知）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.20
厚生省薬務局製
薬第二課長

4423 5 48医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その７（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.25
(決)昭48. 5.28
(施)昭48. 5.29

薬務課

4423 6 48医薬品製造関係例規綴 いわゆるドリンク剤の防腐剤等について 昭和４８年度 (収)昭48. 5.14
厚生省薬務局製
薬第一課長

4423 7 48医薬品製造関係例規綴 薬事法違反の医薬品等について（通知） 昭和４８年度 (収)昭48. 6.12
厚生省薬務局監
視課長

4423 8 48医薬品製造関係例規綴 新開発医薬品の承認について（通知） 昭和４８年度 (収)昭48. 6.26 厚生省薬務局長

4423 9 48医薬品製造関係例規綴 薬事法違反の医薬品等について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.26
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 6.30

薬務課

4423 10 48医薬品製造関係例規綴
医療用ガス製造所の医薬品製造管理者について
（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 7. 6
(決)昭48. 7. 7
(施)昭48. 7. 7

薬務課

4423 11 48医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和４８年度 (収)昭48. 7.28 厚生省薬務局長

4423 12 48医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その８（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.27
(決)昭48. 7.30
(施)昭48. 7.31

薬務課

4423 13 48医薬品製造関係例規綴
昭和48年度インフルエンザワクチン製造株の追加
について

昭和４８年度 (収)昭48. 7.28 厚生省薬務局長

4423 14 48医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４８年度 (収)昭48. 8.11 厚生省薬務局長

4423 15 48医薬品製造関係例規綴
化粧品品質基準及び化粧品原料基準の一部改正に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 8.15
(決)昭48. 8.20
(施)昭48. 8.20

薬務課

4423 16 48医薬品製造関係例規綴 錠剤カプセル剤等の識別コードについて 昭和４８年度
(起)昭48. 8.29
(決)昭48. 8.31
(施)昭48. 8.31

薬務課

4423 17 48医薬品製造関係例規綴 化粧品の販売名について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.30
(決)昭48. 9. 4
(施)昭48. 9. 4

薬務課

4423 18 48医薬品製造関係例規綴
化粧品の製造又は輸入の承認書等の記載方法につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 9.17
(決)昭48. 9.19
(施)昭48. 9.19

薬務課

4423 19 48医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４８年度 (収)昭48.10.15 厚生省薬務局長

4423 20 48医薬品製造関係例規綴
点眼剤用プラスチック容器の規格及び試験法につ
いて（通知）

昭和４８年度
(起)昭48.10.19
(決)昭48.10.24
(施)昭48.10.24

薬務課
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4423 21 48医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資材提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その９（通知）

昭和４８年度
(起)昭48.10.25
(決)昭48.11. 1
(施)昭48.11. 1

薬務課

4423 22 48医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価該当品目にかかる製造（輸入）承認
整理等について

昭和４８年度
(起)昭48.11.21
(決)昭48.11.27
(施)昭48.11.27

薬務課

4423 23 48医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価該当品目にかかる製造（輸入）承認
整理等について

昭和４８年度 (収)昭48.11.19 厚生省薬務局長

4423 24 48医薬品製造関係例規綴 医薬品再評価に関する説明資料 昭和４８年度 厚生省薬務局

4423 25 48医薬品製造関係例規綴
再評価指定有効成分を含有する医薬品（単味剤た
る医療用医薬品）の製造（輸入）承認等の申請の
取り扱いについて（通知）

昭和４８年度 (収)昭48.11.30 厚生省薬務局長

4423 26 48医薬品製造関係例規綴
（今回の再評価に基づく医薬品の取扱に関連した
文書）

昭和４８年度 (収)昭48.12.23
厚生省薬務局製
薬第二課長

4423 27 48医薬品製造関係例規綴 医薬品の再評価についての講習会開催の通知 昭和４８年度 日本公定書協会

4423 28 48医薬品製造関係例規綴
生薬の取扱いに関する薬事法の適用範囲について
（通知）

昭和４８年度
(起)昭48.12.25
(決)昭48.12.27
(施)昭48.12.27

薬務課

4423 29 48医薬品製造関係例規綴 医薬品の再評価関係各種通知について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 7
(決)昭49. 1.10
(施)昭49. 1.10

薬務課

4423 30 48医薬品製造関係例規綴
覚せい剤取締法の一部改正に伴う医薬品製造（輸
入）承認事務の取扱いについて

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 7
(決)昭49. 1.10
(施)昭49. 1.10

薬務課

4423 31 48医薬品製造関係例規綴
医薬品製造業者の合併等にかかる製造既承認品目
の承継について（通知）

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 7
(決)昭49. 1.10
(施)昭49. 1.10

薬務課

4423 32 48医薬品製造関係例規綴 承認の承継に関する措置について 昭和４８年度 (収)昭49. 1.12
厚生省薬務局薬
事課長

4423 33 48医薬品製造関係例規綴
資材不足等に伴う医薬品製造承認申請書の取扱い
について（通知）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.10
(決)昭49. 1.17
(施)昭49. 1.17

薬事課

4423 34 48医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４８年度 (収)昭49. 1.17 厚生省薬務局長

4423 35 48医薬品製造関係例規綴
昭和49年度インフルエンザＨＡワクチン製造株の
決定について（通知）

昭和４８年度 (収)昭49. 1. 5 厚生省薬務局長

4423 36 48医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和４８年度 (収)昭49. 1. 8
厚生省薬務局製
薬第一課長

4423 37 48医薬品製造関係例規綴
医薬品等の製造（輸入）承認品目の承継に関する
取扱いについて

昭和４８年度
(起)昭49. 1.18
(決)昭49. 1.23
(施)昭49. 1.23

薬務課

4423 38 48医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し資料提出を必要とする有効成
分等の範囲について　その10

昭和４８年度
(起)昭49. 1.23
(決)昭49. 1.28
(施)昭49. 1.28

薬務課

4423 39 48医薬品製造関係例規綴
いわゆるドリンク剤に対する物品税の非課税証明
書の交付申請について

昭和４８年度 (収)昭49. 1.31
厚生省薬務局企
業課長

4423 40 48医薬品製造関係例規綴
生薬の粉末、刻み加工操作を専業とする製造所の
医薬品製造管理者について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.15
(決)昭49. 2.22
(施)昭49. 2.22

薬務課
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4423 41 48医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和４８年度 (収)昭49. 2.26
厚生省薬務局製
薬第一課長

4423 42 48医薬品製造関係例規綴
資材不足等に伴う医薬品製造承認申請の取扱いに
ついて（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭49. 2.23
(決)昭49. 3.11
(施)昭49. 3.11

薬務課

4423 43 48医薬品製造関係例規綴 日本薬局方アルコール証票の廃止について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.30
(施)昭49. 3.30

薬務課

4423 44 48医薬品製造関係例規綴
百日ぜきジフテリア混合ワクチンおよび百日ぜき
ジフテリア破傷風混合ワクチン等の用法および用
量の一部改正に伴う措置について（通知）

昭和４８年度 (収)昭49. 3.28
厚生省薬務局細
菌製剤課長ほか

4424 1 49医薬品製造関係例規綴
点眼剤用プラスチック容器の規格及び試験法の一
部改正について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 1
(決)昭49. 4. 3
(施)昭49. 4. 3

薬務課

4424 2 49医薬品製造関係例規綴
昭和49年度インフルエンザＨＡワクチン製造株の
追加について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 5
(決)昭49. 4.11
(施)昭49. 4.12

薬務課

4424 3 49医薬品製造関係例規綴
医薬品等の製造（輸入）承認の承継に関する承認
許可事務について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.11
(決)昭49. 4.18
(施)昭49. 4.18

薬務課

4424 4 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その11（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 4.25
(決)昭49. 5. 2
(施)昭49. 5. 2

薬務課

4424 5 49医薬品製造関係例規綴 工場立地法の施行について（通知） 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(決)昭49. 5.11
(施)昭49. 5.11

薬務課

4424 6 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価における新たに設置する薬効群調査
会及び取り扱い医薬品の範囲について（通知）

昭和４９年度 (収)昭49. 6. 4
厚生省薬務局安
全課長

4424 7 49医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和４９年度 (収)昭49. 7. 1
厚生省薬務局審
査課長

4424 8 49医薬品製造関係例規綴 当面の石油及び電力の使用節減について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 7. 8 厚生省薬務局長

4424 9 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価該当品目に係る製造（輸入）承認整
理について

昭和４９年度 (収)昭49. 7. 6 厚生省薬務局長

4424 10 49医薬品製造関係例規綴 新開発医薬品の承認について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 7. 4 厚生省薬務局長

4424 11 49医薬品製造関係例規綴
一般医薬品の効能効果等の自主的評価点検につい
て（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 7.26
(決)昭49. 7.27
(施)昭49. 7.27

薬務課

4424 12 49医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４９年度 (収)昭49. 7.31 厚生省薬務局長

4424 13 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し資料提出を必要とする有効成
分等の範囲について　その12（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 7.30
(決)昭49. 8. 7
(施)昭49. 8. 7

薬務課

4424 14 49医薬品製造関係例規綴
単味剤たる医療用医薬品の再評価結果に伴う配合
剤たる医療用医薬品及び一般用医薬品の措置につ
いて（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 2
(決)昭49. 8.13
(施)昭49. 8.13

薬務課

4424 15 49医薬品製造関係例規綴
ビタミン含有保健剤の効能効果等の自主的評価点
検について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.19
(決)昭49. 8.24
(施)昭49. 8.24

薬務課

4424 16 49医薬品製造関係例規綴 子宮内避妊器具の規格及び試験方法について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 2
(決)昭49. 9. 4
(施)昭49. 9. 4

薬務課
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4424 17 49医薬品製造関係例規綴
放射性医薬品の製造（輸入）承認申請に際して必
要とする提出資料について

昭和４９年度 (収)昭49. 9. 4
厚生省薬務局審
査課長

4424 18 49医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４９年度 (収)昭49. 9.13 厚生省薬務局長

4424 19 49医薬品製造関係例規綴
医薬品等製造業及び輸入販売業の許可更新につい
て（通知）

昭和４９年度 (収)昭49.10. 2 厚生省薬務局長

4424 20 49医薬品製造関係例規綴 当面の石油の消費節約について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49.10. 5 厚生省薬務局長

4424 21 49医薬品製造関係例規綴
製造（輸入）販売に係る医薬品の実態調査につい
て

昭和４９年度
(起)昭49.10. 9
(決)昭49.10.16
(施)昭49.10.16

薬務課

4424 22 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し資料提出を必要とする有効成
分等の範囲について　その13（通知）

昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.25
(施)昭49.10.25

薬務課

4424 23 49医薬品製造関係例規綴
注射剤のＰＨ及び浸透圧の添付文書への記載につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49.11.30
(決)昭49.12. 4
(施)昭49.12. 4

薬務課

4424 24 49医薬品製造関係例規綴 カルバズクロムスルホン酸塩の構造式について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 7
(決)昭49.12.12
(施)昭49.12.12

薬務課

4424 25 49医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和４９年度 (収)昭49.12.24
厚生省薬務局審
査課長

4424 26 49医薬品製造関係例規綴
昭和50年度インフルエンザＨＡワクチン製造株の
決定について（通知）

昭和４９年度 (収)昭49.12.27 厚生省薬務局長

4424 27 49医薬品製造関係例規綴
生物学的製剤の検定不合格品の再製の取扱いにつ
いて

昭和４９年度 (収)昭50. 1.10
厚生省薬務局生
物製剤課長

4424 28 49医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和４９年度 (収)昭50. 1.24 厚生省薬務局長

4424 29 49医薬品製造関係例規綴
歯科用医薬品の製造（輸入）承認に際して必要と
する添付資料について

昭和４９年度 (収)昭50. 1.24
厚生省薬務局審
査課長

4424 30 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その14（通知）

昭和４９年度
(起)昭50. 1.27
(決)昭50. 2. 1
(施)昭50. 2. 1

薬務課

4424 31 49医薬品製造関係例規綴
いわゆるドリンク剤に対する物品税の非課税証明
書の交付申請について

昭和４９年度 (収)昭50. 1.29
厚生省薬務局経
済課長

4424 32 49医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和４９年度 (収)昭50. 2. 7 厚生省薬務局長

4424 33 49医薬品製造関係例規綴
新医薬品の製造（輸入）承認申請に際しての留意
事項について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.21
(決)昭50. 4.24
(施)昭50. 4.24

薬務課

4424 34 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その15（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.26
(決)昭50. 5. 2
(施)昭50. 5. 2

薬務課

4424 35 49医薬品製造関係例規綴
医薬品の生殖に及ぼす影響に関する動物試験法に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 1
(決)昭50. 5. 8
(施)昭50. 5. 8

薬務課

4424 36 49医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 5.15 厚生省薬務局長

4424 37 49医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和５０年度 (収)昭50. 5. 7 厚生省薬務局長
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4424 38 49医薬品製造関係例規綴
医薬品の製造承認等に関する基本方針にかかる放
射性医薬品の取扱いの一部改正について

昭和５０年度 (収)昭50. 8. 4
厚生省薬務局審
査課長他

4424 39 49医薬品製造関係例規綴 ウレタンを含有する医薬品の取扱いについて 昭和５０年度 (収)昭50. 7.28
厚生省薬務局審
査課長

4424 40 49医薬品製造関係例規綴 ウレタンを含有する医薬品の品目整理について 昭和５０年度 (収)昭50. 7.31
厚生省薬務局審
査課長

4424 41 49医薬品製造関係例規綴
生薬を主剤とする保健剤の効能効果の自主的評価
点検について

昭和５０年度 (収)昭50. 7.31 厚生省薬務局長

4424 42 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その16（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 1
(決)昭50. 8. 7
(施)昭50. 8. 7

薬務課

4424 43 49医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 8.12 厚生省薬務局長

4424 44 49医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和５０年度 (収)昭50. 8. 8 厚生省薬務局長

4424 45 49医薬品製造関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準の一部改正並びに検定を
受けるべき医薬品等を定める件の一部改正につい
て（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.26
(決)昭50. 9. 3
(施)昭50. 9. 3

薬務課

4424 46 49医薬品製造関係例規綴
生物学的製剤基準の一部改正並びに血液型判定用
血清基準の判定並びに検定を受けるべき医薬品等
を定める件の一部改正について（通知）

昭和５０年度 (収)昭50.10.18 厚生省薬務局長

4424 47 49医薬品製造関係例規綴
中小企業近代化促進法に基づく配置販売用医薬品
製造業の指定について

昭和５０年度 (収)昭50.10. 7
厚生省薬務局経
済課長

4424 48 49医薬品製造関係例規綴 ビスマス塩類を含有する医薬品の取扱いについて 昭和５０年度
(起)昭50.10.27
(決)昭50.11. 1
(施)昭50.11. 1

薬務課

4424 49 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その17（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.10.27
(決)昭50.11. 1
(施)昭50.11. 1

薬務課

4424 50 49医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和５０年度 (収)昭50.10. 7 厚生省薬務局長

4424 51 49医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和５０年度 (収)昭50.12.17 厚生省薬務局長

4424 52 49医薬品製造関係例規綴
生物学的製剤基準及び日本抗生物質医薬品基準の
一部改正並びに検定を受けるべき医薬品等を定め
る件の一部改正について（通知）

昭和５０年度 (収)昭51. 1. 5 厚生省薬務局長

4424 53 49医薬品製造関係例規綴
医療用配合剤、医薬品再評価の実施について（通
知）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.19
(決)昭51. 1.20
(施)昭51. 1.20

薬務課

4424 54 49医薬品製造関係例規綴
医療用配合剤医薬品再評価に関し、資料提出を必
要とする薬効群等の範囲について　その１（通
知）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.19
(決)昭51. 1.21
(施)昭51. 1.21

薬務課

4424 55 49医薬品製造関係例規綴
「塩酸ベナクチジン」に関する自主的評価点検に
ついて（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭51. 1.19
(決)昭51. 1.20
(施)昭51. 1.20

薬務課

4424 56 49医薬品製造関係例規綴
昭和51年度インフルエンザＨＡワクチン製造株の
決定について（通知）

昭和５０年度 (収)昭51. 1.22 厚生省薬務局長
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4424 57 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その18（通知）

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 3
(決)昭51. 2. 6
(施)昭51. 2. 6

薬務課

4424 58 49医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に関し、資料提出を必要とする有効
成分等の範囲について　その18（通知）

昭和５０年度 (収)昭51. 2. 3
厚生省薬務局安
全課

4424 59 49医薬品製造関係例規綴 医薬品に係る物質特許制度について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 7
(決)昭51. 2. 9
(施)昭51. 2. 9

薬務課

4424 60 49医薬品製造関係例規綴
「生物学的製剤基準及び日本抗生物質医薬品基準
の一部改正並びに検定を受けるべき医薬品等を定
める件の一部改正について（通知）」の訂正

昭和５０年度 (収)昭51. 2.12
厚生省薬務局生
物製剤課

4424 61 49医薬品製造関係例規綴
ハロゲン化サリチルアニリド系殺菌剤を含有する
医薬品等の取扱いについて

昭和５０年度
(起)昭51. 2.12
(決)昭51. 2.20
(施)昭51. 2.20

薬務課

4424 62 49医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和５０年度 (収)昭51. 2.26 厚生省薬務局長

4424 63 49医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５０年度 (収)昭51. 2.26 厚生省薬務局長

4424 64 49医薬品製造関係例規綴 医薬品再評価における対象医薬品の範囲について 昭和５０年度 (収)昭51. 2.28
厚生省薬務局安
全課長

4424 65 49医薬品製造関係例規綴 医薬品再評価における対象医薬品の範囲について 昭和５０年度 (収)昭51. 2.28
厚生省薬務局安
全課

4424 66 49医薬品製造関係例規綴
昭和50年中に都道府県知事が承認した｢かぜ薬｣及
び｢解熱鎮痛剤｣の品目数について

昭和５０年度 (収)昭51. 2.28
厚生省薬務局審
査課長

4424 67 49医薬品製造関係例規綴
昭和50年中に都道府県知事が承認した｢かぜ薬｣及
び｢解熱鎮痛剤｣の品目数について（差替え）

昭和５０年度 (収)昭51. 3.19
厚生省薬務局審
査課長

4424 68 49医薬品製造関係例規綴
医薬品の製造及び品質管理に関する基準の実施に
伴う医薬品製造業の許可申請等の取り扱いについ
て（通知）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.17
(決)昭51. 3.19
(施)昭51. 3.19

薬務課

4424 69 49医薬品製造関係例規綴
検定を受けるべき医薬品等を定める件の一部改正
について（通知）

昭和５０年度 (収)昭51. 3.25 厚生省薬務局長

4424 70 49医薬品製造関係例規綴
塩化ビニール（モノマー）を含有する医薬品等の
取扱いについて

昭和４９年度
(起)昭49. 6. 5
(決)昭49. 6. 7
(施)昭49. 6. 7

薬務課

4424 71 49医薬品製造関係例規綴
塩化ビニール（モノマー）を含有する医薬品等の
回収等の措置について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.11
(決)昭49. 6.13
(施)昭49. 6.13

薬務課

4425 1 覚せい剤例規 研究用覚せい剤の取扱いについて 昭和４７年度
(起)昭48. 2.22
(決)昭48. 2.24
(施)昭48. 2.24

薬務課

4425 2 覚せい剤例規 研究用覚せい剤の取扱いについて（通知） 昭和４７年度
(起)昭48. 2.22
(決)昭48. 2.24
(施)昭48. 2.24

薬務課

4425 3 覚せい剤例規
覚せい剤原料の取扱いに関する指導監督の強化に
ついて（通知）

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 2
(決)昭48. 3. 2
(施)昭48. 3. 6

薬務課

4425 4 覚せい剤例規 覚せい剤原料の取扱いについて 昭和４７年度
(起)昭48. 3. 2
(決)昭48. 3. 6
(施)昭48. 3. 9

薬務課

4425 5 覚せい剤例規 覚せい剤取締法の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48.11. 7
(決)昭48.11.10
(施)昭48.11.10

薬務課
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4425 6 覚せい剤例規
警察庁と厚生省との麻薬・覚せい剤に関する犯罪
の捜査に関する協定について

昭和４８年度 (収)昭48.11. 6 厚生省薬務局長

4425 7 覚せい剤例規
国庫に帰属した覚せい剤及び覚せい剤原料の処分
について

昭和４８年度 (収)昭48.12.17 厚生省薬務局長

4425 8 覚せい剤例規
覚せい剤取締法及び同法施行規則の一部改正並び
に覚せい剤取締法関係手数料令の制定について

昭和４８年度 (収)昭48.11. 6 厚生省薬務局長

4425 9 覚せい剤例規 覚せい剤原料を含有する製剤について 昭和４８年度 (収)昭49. 1. 7
厚生省薬務局麻
薬課長

4425 10 覚せい剤例規
船用品として外国から搬入される覚せい剤原料の
取扱いについて

昭和４９年度
(起)昭49. 6.27
(決)昭49. 6.28
(施)昭49. 6.28

薬務課

4425 11 覚せい剤例規
覚せい剤取締法にいう覚せい剤の製造について
（回答）

昭和５０年度
(起)昭50.11.12
(決)昭50.11.12
(施)昭50.11.12

薬務課

4425 12 覚せい剤例規
覚せい剤及び覚せい剤原料に関する立入検査要領
について

昭和５０年度 (収)昭50. 9.16
厚生省薬務局麻
薬課長

4425 13 覚せい剤例規
覚せい剤及び覚せい剤原料に関する立入検査要領
について

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 3
(決)昭51. 3. 3
(施)昭51. 3. 3

薬務課

4425 14 覚せい剤例規 覚せい剤乱用防止特別啓発事業の実施について 昭和５８年度 (収)昭58. 5. 9 厚生省薬務局長

4425 15 覚せい剤例規 覚せい剤原料の取扱いについて 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 3
(決)昭51. 3. 3
(施)昭51. 3. 5

薬務課

4425 16 覚せい剤例規 覚せい剤原料の取扱いについて（依頼） 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 3
(決)昭51. 3. 3
(施)昭51. 3. 5

薬務課

4425 17 覚せい剤例規
シンナー・覚せい剤等乱用防止啓発活動報告書に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 1
(決)昭57. 3. 2
(施)昭57. 3. 8

薬務課

4425 18 覚せい剤例規 注射器の販売について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.27
(決)昭57. 4.28
(施)昭57. 4.28

薬務課

4425 19 覚せい剤例規 注射器の販売について（通知） 昭和５７年度
(起)昭57. 4.27
(決)昭57. 4.28
(施)昭57. 4.28

薬務課

4425 20 覚せい剤例規 注射器の廃棄等について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.25
(施)昭58. 5.25

薬務課

4425 21 覚せい剤例規 注射器の販売・廃棄等について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.25
(施)昭58. 5.25

薬務課

4426 1 47毒物劇物例規
毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.10
(決)昭47. 3.24
(施)昭47. 3.24

薬務課

4426 2 47毒物劇物例規 毒物劇物営業者登録更新の取扱いについて 昭和４７年度
(起)昭47. 3.27
(決)昭47. 4. 3
(施)昭47. 4. 3

薬務課

4426 3 47毒物劇物例規 毒物劇物運送業者の届出について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.20
(決)昭47. 5.23
(施)昭47. 5.23

薬務課

4426 4 47毒物劇物例規
毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律案要
綱

昭和４７年度 (収)昭47. 6.20 薬務課

4426 5 47毒物劇物例規
毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 5
(決)昭47. 6.13
(施)昭47. 6.13

薬務課
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4426 6 47毒物劇物例規
毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する法律
等の施行について

昭和４７年度
(起)昭47. 7.31
(決)昭47. 8. 7
(施)昭47. 8. 7

薬務課

4426 7 47毒物劇物例規 毒物及び劇物取締法の疑義について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.14
(決)昭47. 8.25
(施)昭47. 8.25

薬務課

4426 8 47毒物劇物例規 毒物及び劇物取扱責任者の資格について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.26
(決)昭47. 8.28
(施)昭47. 8.28

薬務課

4426 9 47毒物劇物例規 シンナー・接着剤・塩素酸塩類等の規制について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.13
(決)昭47. 8.14
(施)昭47. 8.14

薬務課

4426 10 47毒物劇物例規 シンナー・接着剤・塩素酸塩類等の規制について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.14
(決)昭47. 8.16
(施)昭47. 8.16

薬務課

4426 11 47毒物劇物例規
農薬による危害の防止に関する行政監察（推進）
結果に持ちづく勧告について

昭和４７年度 (収)昭47. 9.16
厚生省薬務局薬
事課長

4426 12 47毒物劇物例規 公害防止管理者制度の発足について 昭和４７年度 (収)昭47. 9.16
厚生省薬務局薬
事課毒物劇物係

4426 13 47毒物劇物例規 公害防止管理者等の配置について 昭和４７年度 (収)昭47. 8.25 厚生省薬務局長

4426 14 47毒物劇物例規 毒物劇物取締法一部改正の資料送付について 昭和４７年度 薬務課

4426 15 47毒物劇物例規
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する
製剤のコンテナ内使用試験報告の送付について

昭和４７年度 (収)昭47.11.18
厚生省薬務局薬
事課長

4426 16 47毒物劇物例規
毒物及び劇物取締法第８条による毒物劇物取扱責
任者の資格に関する疑義について

昭和４７年度
(起)昭47.12.19
(決)昭47.12.22
(施)昭47.12.22

薬務課

4426 17 47毒物劇物例規
旅館、料理店等飲食店営業で使用する液体燃料の
取扱上の注意について

昭和４７年度
(起)昭47.12.27
(決)昭47.12.28

薬務課

4426 18 47毒物劇物例規
旅館、料理店等飲食店営業で使用する液体燃料の
取扱上の注意について

昭和４７年度
(起)昭47.12.27
(決)昭47.12.28

薬務課

4426 19 47毒物劇物例規
毒物及び劇物取締法第３条の３に関する質疑につ
いて

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 6
(決)昭48. 1. 9
(施)昭48. 1. 9

薬務課

4426 20 47毒物劇物例規 農薬安全使用基準の一部改正について 昭和４７年度 (収)昭48. 2.10 農林水産部長

4427 1 48毒劇物例規綴 毒物劇物取扱者試験実施要綱の送付について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.12
(決)昭49. 3.13
(施)昭49. 3.13

薬務課

4427 2 48毒劇物例規綴 許可名簿等の報告について 昭和４８年度
(起)昭48. 3.26
(決)昭48. 4.28
(施)昭48. 4.28

薬務課

4427 3 48毒劇物例規綴 薬物中毒事故発生通知の依頼について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.28
(決)昭48. 5.10
(施)昭48. 5.10

薬務課

4427 4 48毒劇物例規綴
営業許可、登録及び諸届出事務処理の変更につい
て（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.14
(決)昭48. 5.21
(施)昭48. 5.21

薬務課

4427 5 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物取締法第15条第３項の規定にもとづ
く身元確認帳簿の様式について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.15
(決)昭48. 5.21
(施)昭48. 5.21

薬務課

4427 6 48毒劇物例規綴
電気メッキ施設等に対する立入検査報告書につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 4.24
(決)昭48. 4.26
(施)昭48. 4.26

薬務課
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4427 7 48毒劇物例規綴 毒物及び劇物の販売名の変更について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48. 5.28
(決)昭48. 6. 6
(施)昭48. 6. 6

薬務課

4427 8 48毒劇物例規綴 毒物劇物販売業登録について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 4
(決)昭48.12.12
(施)昭48.12.12

薬務課

4427 9 48毒劇物例規綴
尿素樹脂接着剤中に含まれるホルムアルデヒドに
ついて

昭和４８年度
(起)昭49. 1.16
(決)昭49. 1.21
(施)昭49. 1.21

薬務課

4427 10 48毒劇物例規綴 毒物劇物取引責任者の資格に関する疑義について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.16
(決)昭49. 1.21
(施)昭49. 1.21

薬務課

4427 11 48毒劇物例規綴
毒物劇物の製造業及び輸入業の毒物又は劇物の品
目の登録について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.16
(決)昭49. 1.21
(施)昭49. 1.21

薬務課

4427 12 48毒劇物例規綴
毒物劇物取扱者試験実施要綱の作成について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 9
(決)昭49. 1.21
(施)昭49. 1.21

薬務課

4427 13 48毒劇物例規綴
毒物劇物取扱者試験実施要綱の作成について（伺
い）

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 6
(決)昭49. 3. 9
(施)昭49. 3. 9

薬務課

4427 14 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令等の施
行について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.25
(決)昭49. 6.28
(施)昭49. 6.28

薬務課

4427 15 48毒劇物例規綴 毒物劇物取引責任者の資格について（通知） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.25
(決)昭49. 6.28
(施)昭49. 6.28

薬務課

4427 16 48毒劇物例規綴 薬物による事故報告依頼について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.27
(決)昭49.10. 1
(施)昭49.10. 1

薬務課

4427 17 48毒劇物例規綴 毒物劇物の監視取締りの強化について 昭和４９年度 (収)昭49. 8. 8
厚生省薬務局監
視指導課長

4427 18 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物による危害防止に関する行政監督結
果に基づく勧告に対する回答について（通知）

昭和４９年度 (収)昭50. 2.21 厚生省薬務局長

4427 19 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物取締法第22条に規定する政令で定め
る事業について（通知）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.28
(決)昭50. 3.31
(施)昭50. 3.31

薬務課

4427 20 48毒劇物例規綴 毒物劇物監視要領について（通知） 昭和５０年度
(起)昭50. 4.22
(決)昭50. 4.23
(施)昭50. 4.23

薬務課

4427 21 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物取締法指定令及び施行令の改正につ
いて（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 2
(決)昭50. 9. 2
(施)昭50. 9. 3

薬務課

4427 22 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物取締法指定令及び施行令の改正につ
いて（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.19
(決)昭50. 8.20
(施)昭50. 8.20

薬務課

4427 23 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物取締法指定令及び施行令の一部改正
について（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.27
(決)昭50. 9. 4
(施)昭50. 9. 4

薬務課

4427 24 48毒劇物例規綴 毒物劇物取扱責任者の業務について（通知） 昭和５０年度
(起)昭50. 9.30
(決)昭50.10. 6
(施)昭50.10. 6

薬務課

4427 25 48毒劇物例規綴 キシレンの取扱いについて（通知） 昭和５０年度
(起)昭50.10.15
(決)昭50.10.23
(施)昭50.10.23

薬務課

4427 26 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物取締法第14条第２項の規定に基づく
譲受証の取扱いについて（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.11. 6
(決)昭50.11. 6
(施)昭50.11.12

薬務課

4427 27 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について
（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.12.10
(決)昭50.12.10
(施)昭50.12.15

薬務課
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4427 28 48毒劇物例規綴 毒物劇物危害防止規定について（通知） 昭和５０年度
(起)昭50.12.24
(決)昭50.12.25
(施)昭50.12.25

薬務課

4427 29 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物指定令及び毒物及び劇物取締法施行
規則の一部改正について（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.12.26
(決)昭50.12.26
(施)昭50.12.26

薬務課

4427 30 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物指定令及び毒物及び劇物取締法施行
規則の一部改正について（通知）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.10
(決)昭51. 8.26
(施)昭51. 8.26

薬務課

4427 31 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準について
（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.12.25
(決)昭50.12.26
(施)昭50.12.26

薬務課

4427 32 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物指定令及び毒物及び劇物取締法施行
規則の一部改正について（通知）

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 7
(決)昭51. 5.13
(施)昭51. 5.13

薬務課

4427 33 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物取締法第14条第１項に規定する譲受
書面について

昭和５２年度 (収)昭52. 5.16 薬務局安全課

4427 34 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物の運搬事故等時における応急措置に
関する基準について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 5
(決)昭52. 4. 9
(施)昭52. 4. 9

薬務課

4427 35 48毒劇物例規綴
毒物劇物取扱者試験実施要綱の一部改正について
（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 8. 1 薬務課

4427 36 48毒劇物例規綴 毒物及び劇物の保管管理について（通知） 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 8
(決)昭52. 4.12
(施)昭52. 4.12

薬務課

4427 37 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準－
その１及びその運用について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52.11.17
(決)昭52.11.22
(施)昭52.11.22

薬務課

4427 38 48毒劇物例規綴
毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準（その
２）の制定について（通知）

昭和５２年度
(起)昭53. 1.18
(決)昭53. 1.21
(施)昭53. 1.21

薬務課

4428 1 契約者、登記権利書綴　No.１
藤枝高等技能専門学校用地（基金財産）の引き渡
し要求について（伺い）

昭和４７年度 (起)昭48. 3.23 職業訓練課

4428 2 契約者、登記権利書綴　No.１ 行政財産の用途廃止および交換について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 4.17
(決)昭48. 5. 1
(施)昭48. 5.14

職業訓練課

4428 3 契約者、登記権利書綴　No.１
藤枝高等技能専門学校土地交換に関する登記につ
いて（供覧）

昭和４８年度 (起)昭48. 5.22 職業訓練課

4428 4 契約者、登記権利書綴　No.１ 固定資産評価証明書の発行交付について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 1
(決)昭48. 5. 2
(施)昭48. 5. 2

職業訓練課

4428 5 契約者、登記権利書綴　No.１ 藤枝高等技能専門学校拡張用地の引渡しについて 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4. 9
(施)昭48. 4. 9

職業訓練課

4428 6 契約者、登記権利書綴　No.１
藤枝高等技能専門学校拡張用地買収契約書の回覧
及び所有権移転登記について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 2. 7
(決)昭48. 2. 7
(施)昭48. 2. 8

職業訓練課

4428 7 契約者、登記権利書綴　No.１
藤枝高専敷地買収に伴う住所標示変更登記および
所有権移転登記について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 8. 8
(決)昭47. 8. 8
(施)昭47. 8. 8

職業訓練課

4428 8 契約者、登記権利書綴　No.１
藤枝高等技能専門学校敷地買収に伴う所有権移転
登記について（供覧）

昭和４７年度 (起)昭47. 8. 9 職業訓練課

4428 9 契約者、登記権利書綴　No.１
藤枝高等技能専門学校土地買収に関する登記につ
いて（供覧）

昭和４７年度 (起)昭48. 1.25 職業訓練課

4428 10 契約者、登記権利書綴　No.１
藤枝高専拡張用地買収契約書の回覧、及び所有権
移転登記について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.21
(決)昭48. 2.22
(施)昭48. 2.22

職業訓練課
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4428 11 契約者、登記権利書綴　No.１ 17.公有財産購入費の支出について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.26
(決)昭48. 3.28
(施)昭48. 3.31

職業訓練課

4428 12 契約者、登記権利書綴　No.１
藤枝高等技能専門学校用地取得に伴う境界確定協
議書について（供覧）

昭和４７年度 (起)昭47.11. 4 職業訓練課

4429 1 契約者、登記権利書綴　No.２
昭和42年分不動産の譲受けの対価の支払調書並び
に用地買収証明書の送付について

昭和４２年度
(起)昭43. 2.28
(決)昭43. 3. 1
(施)昭43. 3. 1

職業訓練課

4429 2 契約者、登記権利書綴　No.２ 公有財産購入費について 昭和４１年度 (起)昭42. 3. 8 職業訓練課

4429 3 契約者、登記権利書綴　No.２ 藤枝職業訓練所土地購入について（事前執行伺） 昭和４１年度
(起)昭42. 2.24
(決)昭42. 2.27

職業訓練課

4429 4 契約者、登記権利書綴　No.２
藤枝職業訓練所敷地の寄付に対する受納について
（伺）

昭和４２年度
(起)昭42. 3.30
(決)昭42. 4.10

職業訓練課

4429 5 契約者、登記権利書綴　No.２ 土地無償貸借契約書について 昭和３８年度
(起)昭38.11.26
(施)昭38.12. 3

職業訓練課

4429 6 契約者、登記権利書綴　No.２
藤枝職業訓練所敷地の無償貸借契約の締結につい
て

昭和３８年度
(起)昭38. 9.12
(決)昭38.11.11
(施)昭38.11.12

職業訓練課

4429 7 契約者、登記権利書綴　No.２ 建物標示変更登記済証の供覧について 昭和３９年度 (起)昭39. 9.17 職業訓練課

4429 8 契約者、登記権利書綴　No.２
藤枝職業訓練所建物所有権保存登記の完了につい
て

昭和３８年度 (起)昭38. 8.30 職業訓練課

4430 1 藤枝高技専校用地買収綴
藤枝高等技能専門学校土地交換に関する契約及び
登記嘱託について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.16
(決)昭48. 5.16
(施)昭48. 5.16

職業訓練課

4430 2 藤枝高技専校用地買収綴
藤枝高等技能専門学校用地の取得について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.24
(決)昭47. 8. 5
(施)昭47. 8. 5

職業訓練課

4430 3 藤枝高技専校用地買収綴 不動産の鑑定評価依頼について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.29
(決)昭47. 7. 4
(施)昭47. 7. 4

職業訓練課

4430 4 藤枝高技専校用地買収綴
藤枝高等技能専門学校用地の取得に伴う基金台帳
（土地）の作成について（伺い）

昭和４７年度 (起)昭47. 8.21 職業訓練課

4430 5 藤枝高技専校用地買収綴
藤枝高等技能専門学校土地買収に関する登記嘱託
について

昭和４７年度 (施)昭48. 1.13 職業訓練課

4430 6 藤枝高技専校用地買収綴
藤枝高専敷地買収に伴う登記事務に関する住民票
除票の発行交付依頼について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 8. 5
(決)昭47. 8. 5
(施)昭47. 8. 5

職業訓練課

4430 7 藤枝高技専校用地買収綴
藤枝高等技能専門学校用地の取得について（伺
い）（土地開発基金による取得）

昭和４７年度 (起)昭48. 1.25 職業訓練課

4430 8 藤枝高技専校用地買収綴
藤枝高専校用地買収、（個人名）氏との交渉結果
について

昭和４７年度 職業訓練課

4430 9 藤枝高技専校用地買収綴
藤枝高等技能専門学校用地の取得について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.23
(決)昭48. 3. 5
(施)昭48. 3. 6

職業訓練課

4431 1 土地買収関係綴 土地登記について 昭和４７年度 (起)昭48. 2.26
藤枝高等技能専
門学校

4431 2 土地買収関係綴 合筆、分筆、地目変更登記について 昭和４７年度 (起)昭48. 1.20
藤枝高等技能専
門学校
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4431 3 土地買収関係綴 土地売買契約について 昭和４７年度 (起)昭48. 2.20
藤枝高等技能専
門学校

4431 4 土地買収関係綴 境界確定協議について（報告） 昭和４７年度 (起)昭47.10.28
藤枝高等技能専
門学校

4431 5 土地買収関係綴 境界確定協議について（報告） 昭和４７年度 (起)昭47.10.28
藤枝高等技能専
門学校

4431 6 土地買収関係綴
固定資産税課税証明書及び評価額証明書の交付申
請について

昭和４７年度
(起)昭48. 2.23
(決)昭48. 3. 5
(施)昭48. 3. 6

藤枝高等技能専
門学校

4432 1 失業対策事業例規通達　No.４ 失業対策事業事業計画の策定について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.28
(決)昭47. 2.29
(施)昭47. 3. 1

職業安定課

4432 2 失業対策事業例規通達　No.４
失業者就労事業就労者に支払われるべき賃金につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 4
(決)昭47. 4. 4
(施)昭47. 4. 4

職業安定課

4432 3 失業対策事業例規通達　No.４
失業者就労事業就労者に支払われるべき賃金につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 6
(決)昭47. 4. 8
(施)昭47. 4.10

職業安定課

4432 4 失業対策事業例規通達　No.４
失業者就労事業就労者に支払われるべき賃金につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 4.11
(決)昭47. 4.11
(施)昭47. 4.12

職業安定課

4432 5 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業費補助金の機械購入費の交付につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 4.13
(決)昭47. 4.14
(施)昭47. 4.16

職業安定課

4432 6 失業対策事業例規通達　No.４
失業者就労事業就労者に支払われるべき臨時の賃
金の支給要件の就労実績に算入される日について

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 1
(決)昭47. 5. 4
(施)昭47. 5. 4

職業安定課

4432 7 失業対策事業例規通達　No.４ 失業者就労事業に紹介する者の取扱いについて 昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.22
(施)昭47. 5.22

職業安定課

4432 8 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業費補助金の交付の申請の手続き及び
交付の決定等について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.23
(決)昭47. 5.25
(施)昭47. 5.25

職業安定課

4432 9 失業対策事業例規通達　No.４
昭和47年年末における失業者就労事業就労者に支
払われるべき臨時の賃金について

昭和４７年度
(起)昭47.12. 1
(決)昭47.12. 1
(施)昭47.12. 1

職業安定課

4432 10 失業対策事業例規通達　No.４ 昭和48年度失業対策事業吸収計画の策定について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.23
(決)昭48. 1.26
(施)昭48. 1.30

職業安定課

4432 11 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業費補助金により取得した機械等の管
理について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.15
(決)昭47. 4.20
(施)昭47. 4.21

職業安定課

4432 12 失業対策事業例規通達　No.４
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の
規定に基づく失業者吸収率の運用等について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.16
(決)昭47. 5.22
(施)昭47. 5.22

職業安定課

4432 13 失業対策事業例規通達　No.４
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の
規定に基づく失業者吸収率の設定について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.15
(決)昭47. 5.22
(施)昭47. 5.22

職業安定課

4432 14 失業対策事業例規通達　No.４
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の
規定に基づく失業者吸収率の設定について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.15
(決)昭47. 5.22
(施)昭47. 5.22

職業安定課

4432 15 失業対策事業例規通達　No.４
失業者吸収率の設定に関する関係通達の通達一覧
整理番号及び手引分類番号の連絡について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.30
(決)昭47. 5.31
(施)昭47. 5.31

職業安定課

4432 16 失業対策事業例規通達　No.４
静岡県失業対策事業運営管理規程の一部改正につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 4.14
(決)昭48. 4.16
(施)昭48. 4.16

職業安定課

4432 17 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業運営管理規程の一部改正について
（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.13
(決)昭48. 4.16
(施)昭48. 4.16

職業安定課
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4432 18 失業対策事業例規通達　No.４
静岡県失業対策事業運営管理規程の一部改正につ
いて（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.12
(決)昭48. 4.16
(施)昭48. 4.20

職業安定課

4432 19 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業紹介対象者に対する職場適応訓練の
実施について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.19
(決)昭48. 5.23
(施)昭48. 5.24

職業安定課

4432 20 失業対策事業例規通達　No.４
失業者就労事業就労者に支払われるべき臨時の賃
金支給要領の一部改正について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.19
(決)昭48. 5.23
(施)昭48. 5.24

職業安定課

4432 21 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業紹介対象者に対する職場適応訓練実
施計画の作成について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.28
(決)昭48. 5.28
(施)昭48. 5.30

職業安定課

4432 22 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業紹介対象者に対する職場適応訓練実
施計画の作成について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.19
(決)昭48. 5.22
(施)昭48. 5.22

職業安定課

4432 23 失業対策事業例規通達　No.４ 失業対策情報報告について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 4
(決)昭48. 6. 6
(施)昭48. 6. 6

職業安定課

4432 24 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業の実施に伴い生ずる収入の取扱いに
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 4.12
(決)昭48. 4.13
(施)昭48. 4.13

職業安定課

4432 25 失業対策事業例規通達　No.４ 通勤災害保護制度の創設について（通知） 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 9
(施)昭49. 1. 9

職業安定課

4432 26 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業就労者に対する地方単独措置状況の
報告について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.17
(決)昭49. 1.18
(施)昭49. 1.18

職業安定課

4432 27 失業対策事業例規通達　No.４
失業対策事業就労者に対する地方単独措置状況の
報告について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.29
(決)昭49. 1.30
(施)昭49. 1.30

職業安定課

4432 28 失業対策事業例規通達　No.４ 特別地域開発就労事業の実施について 昭和４９年度 (収)昭49. 6.27 職業安定課

4432 29 失業対策事業例規通達　No.４
失業者就労事業に照会する者の所得用件の改正等
について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.21
(決)昭50. 4.24

職業安定課

4433 1 事業廃止関係 失業対策事業の停止について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 8
(決)昭46.11. 8
(施)昭46.11.10

職業安定課

4433 2 事業廃止関係 失業対策事業の停止について（副申） 昭和４６年度
(起)昭46.10. 9
(決)昭46.10.12
(施)昭46.10.12

職業安定課

4433 3 事業廃止関係 失業対策事業の停止について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.20
(決)昭50. 5.20
(施)昭50. 5.21

職業安定課

4433 4 事業廃止関係 失業対策事業の停止について（副申） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 6
(決)昭50. 3. 7
(施)昭50. 3.10

職業安定課

4433 5 事業廃止関係 失業対策事業の停止について（副申） 昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 5.20
(施)昭50. 5.21

職業安定課

4433 6 事業廃止関係 失業対策事業の停止について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 5
(決)昭50. 6. 9
(施)昭50. 6. 9

職業安定課

4433 7 事業廃止関係 失業対策事業の停止について（副申） 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 1
(決)昭51. 4. 5
(施)昭51. 4. 5

職業安定課

4433 8 事業廃止関係 失業対策事業の停止について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.17
(決)昭51. 5.19
(施)昭51. 5.19

職業安定課

4433 9 事業廃止関係 失業者就労事務の廃止について 昭和５６年度
(起)昭56.10.24
(決)昭56.10.27
(施)昭56.10.27

職業安定課
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4433 10 事業廃止関係 昭和56年度失業対策事業の廃止について（進達） 昭和５６年度
(起)昭56.10.15
(決)昭56.10.16
(施)昭56.10.16

職業安定課

4434 1 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の改訂について

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 6
(決)昭46. 4.10
(施)昭46. 4.12

職業安定課

4434 2 新規学卒関係例規（46～49）
中学校・高等学校新規卒業者の就職のための推薦
および選考開始の時期等について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.25
(決)昭47. 1.31
(施)昭47. 2. 3

職業安定課

4434 3 新規学卒関係例規（46～49） 新規学校卒業者の職業紹介について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.14
(決)昭46. 9.16
(施)昭46. 9.16

職業安定課

4434 4 新規学卒関係例規（46～49） 新規学校卒業者の職業紹介業務の運営について 昭和４６年度
(起)昭46.11.24
(決)昭46.11.25
(施)昭46.11.29

職業安定課

4434 5 新規学卒関係例規（46～49） 採用決定取消しの法律上の問題等について 昭和４６年度
(起)昭46.11.24
(決)昭46.11.25
(施)昭46.11.29

職業安定課

4434 6 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者に対する採用決定の取消し等に関
する取扱いについて

昭和４６年度
(起)昭46.11.30
(決)昭46.12. 2
(施)昭46.12. 2

職業安定課

4434 7 新規学卒関係例規（46～49）
高等学校新規卒業者の採用のための選考開始時期
について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 8
(決)昭47. 3. 9
(施)昭47. 3. 9

職業安定課

4434 8 新規学卒関係例規（46～49）
昭和47年度大学および高等専門学校卒業予定者の
ための推薦選考開始時期について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.18
(決)昭47. 1.20
(施)昭47. 1.26

職業安定課

4434 9 新規学卒関係例規（46～49）
高等学校新規卒業者の就職のための推薦及び選考
開始の時期の厳守について

昭和４６年度
(起)昭47. 2. 3
(決)昭47. 2. 7
(施)昭47. 2. 8

職業安定課

4434 10 新規学卒関係例規（46～49）
中学校・高等学校新規卒業者の就職のための推薦
および選考開始の時期等について

昭和４５年度
(起)昭46. 1.26
(決)昭46. 2. 5
(施)昭46. 3.15

職業安定課

4434 11 新規学卒関係例規（46～49）
静岡県公私立高等学校卒業予定者の就職のための
推薦・先行開始の時期等について

昭和４５年度
(起)昭46. 3.26
(決)昭46. 3.27
(施)昭46. 3.29

職業安定課

4434 12 新規学卒関係例規（46～49）
中学校新規卒業者の就職のための推薦開始の時期
に関する積雪地域の特別取扱いについて

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 6
(決)昭47. 4.11
(施)昭47. 4.12

職業安定課

4434 13 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改訂について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.13
(決)昭47. 4.16
(施)昭47. 4.18

職業安定課

4434 14 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改訂について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.22
(決)昭47. 5.22
(施)昭47. 5.29

職業安定課

4434 15 新規学卒関係例規（46～49） 新規大学卒業予定者の早期選考防止について 昭和４７年度 (収)昭47.11.30
労働省職業安定
局長

4434 16 新規学卒関係例規（46～49） 大学卒業予定者の早期選考の防止について 昭和４７年度 (収)昭47.12. 6
労働省職業安定
局長

4434 17 新規学卒関係例規（46～49）
中学校・高等学校新規卒業者の就職のための推薦
および選考開始の時期等について

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 3
(決)昭48. 4. 9
(施)昭48. 4. 9

職業安定課

4434 18 新規学卒関係例規（46～49）
昭和49年３月新規高等学校卒業者の就職のための
推薦開始の時期について（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.10
(施)昭48. 4.10

職業安定課

4434 19 新規学卒関係例規（46～49）
新規高等学校卒業者の採用・選考のための応募書
類について

昭和４８年度
(起)昭48. 4.17
(決)昭48. 4.20
(施)昭48. 4.20

職業安定課

4434 20 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改訂について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.23
(施)昭48. 5.23

職業安定課
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4434 21 新規学卒関係例規（46～49）
特別職器用指導校及び職場実施指導に関する報告
について

昭和４８年度 (起)昭48. 5.28 職業安定課

4434 22 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者を対象とする船員の職業紹介およ
び求人活動について

昭和４８年度
(起)昭48. 6.18
(決)昭48. 6.23
(施)昭48. 6.23

職業安定課

4434 23 新規学卒関係例規（46～49）
同和対策対象地域新規学校卒業者の職業紹介につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 6.29
(決)昭48. 6.30
(施)昭48. 7. 2

職業安定課

4434 24 新規学卒関係例規（46～49） 通達の訂正について 昭和４８年度 (起)昭48. 8. 2 職業安定課

4434 25 新規学卒関係例規（46～49） 大学卒業予定者の早期選考の防止について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 5
(決)昭48.12. 5
(施)昭48.12. 5

職業安定課

4434 26 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業予定者を対象とする文書募集につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.12.10
(決)昭48.12.12
(施)昭48.12.12

職業安定課

4434 27 新規学卒関係例規（46～49）
高等専門学校卒業予定者の早期選考の防止につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.12.19
(決)昭48.12.19
(施)昭48.12.19

職業安定課

4434 28 新規学卒関係例規（46～49） 新規学校卒業就職者のための手帳について 昭和４８年度
(起)昭48.10.30
(決)昭48.11. 5
(施)昭48.11. 5

職業安定課

4434 29 新規学卒関係例規（46～49） 新規学校卒業者の職業紹介業務の取扱いについて 昭和４９年度
(起)昭49. 4.12
(決)昭49. 4.24
(施)昭49. 4.24

職業安定課

4434 30 新規学卒関係例規（46～49）
新規高等学校卒業者の採用・選考のための応募書
類等について

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 2
(決)昭49. 5. 4
(施)昭49. 5. 4

職業安定課

4434 31 新規学卒関係例規（46～49）
中学校・高等学校新規卒業者の就職のための推薦
および選考開始の時期等について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.25
(決)昭49. 5. 4
(施)昭49. 5. 4

職業安定課

4434 32 新規学卒関係例規（46～49） 特別職業指導校（高等学校）の指定について 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(決)昭49. 5. 8
(施)昭49. 5. 8

職業安定課

4434 33 新規学卒関係例規（46～49）
中学校・高等学校新規卒業者の就職のための推薦
および選考開始の時期等について

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(決)昭49. 5. 8
(施)昭49. 5. 8

職業安定課

4434 34 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改訂について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.21
(決)昭49. 5.23
(施)昭49. 5.23

職業安定課

4434 35 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者を対象とする船員の職業紹介及び
求人活動について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.18
(決)昭49. 5.20
(施)昭49. 5.20

職業安定課

4434 36 新規学卒関係例規（46～49） 新規学卒者の就職状況等について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.21 職業安定課

4434 37 新規学卒関係例規（46～49） 日本工業規格（ＪＩＳ）履歴書について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.25
(決)昭49. 7.27
(施)昭49. 7.29

職業安定課

4434 38 新規学卒関係例規（46～49） 中卒用職業相談票の記載について 昭和４９年度
(起)昭49.11.11
(決)昭49.11.14
(施)昭49.11.14

職業安定課

4434 39 新規学卒関係例規（46～49）
大学及び高等専門学校卒業予定者の早期選考の防
止について

昭和４９年度
(起)昭49.11.30
(決)昭49.12. 4
(施)昭49.12. 4

職業安定課

4434 40 新規学卒関係例規（46～49） 新規学校卒業就職者の赴任援護について 昭和４９年度
(起)昭49.12.10
(決)昭49.12.21
(施)昭49.12.21

職業安定課

4434 41 新規学卒関係例規（46～49） 大学卒業予定者の採用内定取消し等について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.28
(決)昭50. 1.31
(施)昭50. 1.31

職業安定課
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4434 42 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者の入職時期の繰下げ等に対する指
導について

昭和４９年度
(起)昭50. 2.10
(決)昭50. 2.14
(施)昭50. 2.14

職業安定課

4434 43 新規学卒関係例規（46～49） 昭和50年３月新規学校卒業者の計画輸送について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.28
(決)昭50. 1.31
(施)昭50. 1.31

職業安定課

4434 44 新規学卒関係例規（46～49） 新規高等学校卒業就職者用統一応募書類について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 5
(決)昭50. 2.10
(施)昭50. 2.10

職業安定課

4434 45 新規学卒関係例規（46～49）
新規学校卒業者の採用内定の取消し等に対する措
置について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.20
(施)昭50. 1.20

職業安定課

4434 46 新規学卒関係例規（46～49）
新規学卒者の採用内定の取消し等に関する報道に
ついて

昭和４９年度
(起)昭50. 2.15
(決)昭50. 2.18
(施)昭50. 2.18

職業安定課

4434 47 新規学卒関係例規（46～49） 新規学校卒業者の採用内定取消等について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.15
(決)昭50. 2.18
(施)昭50. 2.18

職業安定課

4434 48 新規学卒関係例規（46～49）
大学及び高等専門学校卒業予定者の選考開始時期
等について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.22
(決)昭50. 3.25
(施)昭50. 3.25

職業安定課

4434 49 新規学卒関係例規（46～49） 公共職業訓練修了者の職業紹介について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.21
(決)昭46. 5.25
(施)昭46. 5.28

職業安定課

4435 1 新規学卒関係例規（50～51）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改訂予定について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 7
(決)昭50. 4. 8
(施)昭50. 4. 8

職業安定課

4435 2 新規学卒関係例規（50～51）
大学及び高等専門学校卒業予定者の選考開始時期
等について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.10
(決)昭50. 4.12
(施)昭50. 4.12

職業安定課

4435 3 新規学卒関係例規（50～51）
大学及び高等専門学校卒業予定者の選考開始時期
等について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.10
(決)昭50. 4.12
(施)昭50. 4.12

職業安定課

4435 4 新規学卒関係例規（50～51）
昭和51年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の時期等について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.15
(施)昭50. 4.15

職業安定課

4435 5 新規学卒関係例規（50～51）
昭和51年３月高等学校新規卒業者の就職のための
推薦及び選考開始の時期等について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.10
(決)昭50. 4.16
(施)昭50. 4.16

職業安定課

4435 6 新規学卒関係例規（50～51）
新規学卒採用内定者に対して自宅待機を行う求人
者に対する指導について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.23
(決)昭50. 4.24
(施)昭50. 4.24

職業安定課

4435 7 新規学卒関係例規（50～51）
大学及び高等専門学校卒業予定者の選考開始時期
等について

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 8
(決)昭50. 5.10
(施)昭50. 5.10

職業安定課

4435 8 新規学卒関係例規（50～51） 新規学校卒業者の職業紹介業務の取扱いについて 昭和５０年度
(起)昭50. 5.12
(決)昭50. 5.13
(施)昭50. 5.13

職業安定課

4435 9 新規学卒関係例規（50～51）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.15
(決)昭50. 5.17
(施)昭50. 5.17

職業安定課

4435 10 新規学卒関係例規（50～51）
昭和50年度職業レディネス・テストの電子計算機
処理について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 5.20
(施)昭50. 5.20

職業安定課

4435 11 新規学卒関係例規（50～51）
昭和50年３月新規学校卒業者の就職後の職場適応
指導について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.15
(決)昭50. 5.17
(施)昭50. 5.17

職業安定課

4435 12 新規学卒関係例規（50～51）
大学及び高等専門学校卒業予定者の選考開始時期
等について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.29
(決)昭50. 6. 2
(施)昭50. 6. 2

職業安定課

4435 13 新規学卒関係例規（50～51）
大学及び高等専門学校卒業予定者の選考開始時期
等について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.29
(決)昭50. 6. 2
(施)昭50. 6. 2

職業安定課
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4435 14 新規学卒関係例規（50～51）
新規学校卒業者を対象とする船員の職業紹介及び
求人活動について

昭和５０年度
(起)昭50. 6.11
(決)昭50. 6.14
(施)昭50. 6.14

職業安定課

4435 15 新規学卒関係例規（50～51）
大学及び高等専門学校卒業予定者の選考開始時期
等について

昭和５０年度
(起)昭50. 6.18
(決)昭50. 6.20
(施)昭50. 6.20

職業安定課

4435 16 新規学卒関係例規（50～51）
新規学校卒業予定者に係る求人状況の把握につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 8.12
(決)昭50. 8.13
(施)昭50. 8.13

職業安定課

4435 17 新規学卒関係例規（50～51）
新規学校卒業予定者に係る求人状況の把握につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 8.15
(決)昭50. 8.18
(施)昭50. 8.18

職業安定課

4435 18 新規学卒関係例規（50～51）
大学等卒業予定者を対象とする新聞広告等につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 8.20
(決)昭50. 8.22
(施)昭50. 8.22

職業安定課

4435 19 新規学卒関係例規（50～51）
「労働省」の名をかたって各大学に「進路決定者
名簿」の送付依頼した件について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(決)昭51. 3.18
(施)昭51. 3.18

職業安定課

4435 20 新規学卒関係例規（50～51）
企業・就職案内書の資料請求用ハガキの取扱いに
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.16
(施)昭51. 6.16

職業安定課

4435 21 新規学卒関係例規（50～51）
昭和51年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
選考開始時期等について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.25
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 3.31

職業安定課

4435 22 新規学卒関係例規（50～51）
昭和51年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
選考開始時期等について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.25
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 3.31

職業安定課

4435 23 新規学卒関係例規（50～51）
昭和51年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
選考開始時期等について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.25
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 3.31

職業安定課

4435 24 新規学卒関係例規（50～51）
昭和52年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の時期等について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.25
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 3.31

職業安定課

4435 25 新規学卒関係例規（50～51）
昭和52年３月中学校・高等学校新規卒業者の就職
のための推薦及び選考開始の時期等について

昭和５１年度
(起)昭51. 3.25
(決)昭51. 4. 2
(施)昭51. 4. 2

職業安定課

4435 26 新規学卒関係例規（50～51）
昭和51年度以降における職業レディネス・テスト
の電子計算機処理について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 8
(決)昭51. 4.13
(施)昭51. 4.13

職業安定課

4435 27 新規学卒関係例規（50～51）
職業レディネス・テストの電子計算機処理要領の
送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.13
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

職業安定課

4435 28 新規学卒関係例規（50～51）
昭和51年３月新規学校卒業者の就職後の職場適応
指導の実施について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.30
(決)昭51. 5.10
(施)昭51. 5.11

職業安定課

4435 29 新規学卒関係例規（50～51）
新規学校卒業者の職業紹介業務取扱要領（職業安
定行政手引４－３）の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.13
(決)昭51. 5.20
(施)昭51. 5.20

職業安定課

4435 30 新規学卒関係例規（50～51） 新規学校卒業者の就職紹介業務の推進について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.19
(決)昭51. 5.20
(施)昭51. 5.20

職業安定課

4435 31 新規学卒関係例規（50～51）
昭和51年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
選考開始時期等の周知・徹底について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 6
(決)昭51. 7. 7
(施)昭51. 7. 7

職業安定課

4435 32 新規学卒関係例規（50～51）
昭和52年３月新規学卒者求職動向情報の提供につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 8.30
(決)昭51. 8.30
(施)昭51. 8.30

職業安定課

4435 33 新規学卒関係例規（50～51） 学生職業センターの設置について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.21
(決)昭51. 9.24
(施)昭51. 9.24

職業安定課

4435 34 新規学卒関係例規（50～51） 学生職業センターの設置について 昭和５１年度
(起)昭51.10.13
(決)昭51.10.23
(施)昭51.10.23

職業安定課
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4435 35 新規学卒関係例規（50～51） 書簡案（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51.11.29
(決)昭51.12. 2
(施)昭51.12. 2

職業安定課

4435 36 新規学卒関係例規（50～51）
昭和52年度公共職業訓練生（養成訓練）の募集活
動に関する協力方について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 1
(決)昭51.12. 7
(施)昭51.12. 7

職業安定課

4435 37 新規学卒関係例規（50～51） 学生職業センター特別顧問について 昭和５１年度
(起)昭51.12.24
(決)昭51.12.27
(施)昭51.12.27

職業安定課

4435 38 新規学卒関係例規（50～51）
昭和52年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
採用選考開始時期等に関する中央雇用対策協議会
の決議について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 2.21
(施)昭52. 2.21

職業安定課

4435 39 新規学卒関係例規（50～51）
昭和52年度の大学及び高等専門学校卒業予定者の
採用選考開始時期等に関する中央雇用対策協議会
の決議について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 2.21
(施)昭52. 2.21

職業安定課

4436 1 国家公務員災害補償例規 人事院規則の公布について 昭和４８年度 (収)昭48.12.11 労働大臣官房長

4436 2 国家公務員災害補償例規 人事院規則の公布等について（通知） 昭和４８年度 (収)昭48.12.11 労働大臣官房長

4436 3 国家公務員災害補償例規
「国家公務員災害補償法の取扱について」等の廃
止について（通知）

昭和４８年度 (収)昭48.12.11 労働大臣官房長

4436 4 国家公務員災害補償例規 災害補償制度の運用について 昭和４８年度 (収)昭48.12.11 労働大臣官房長

4436 5 国家公務員災害補償例規 災害補償関係通達の送付について 昭和４８年度 (収)昭48.12.28
労働大臣官房秘
書課長

4436 6 国家公務員災害補償例規 人事院規則の公布について 昭和４７年度 (収)昭47. 8.21
労働大臣官房秘
書課長

4436 7 国家公務員災害補償例規
人事院規則16－０第７条第５項の規定に基づく平
均給与額の取扱いについて

昭和４７年度 (収)昭47.10. 2
労働大臣官房秘
書課長

4436 8 国家公務員災害補償例規 人事院規則の公布について 昭和４７年度 (収)昭47.10. 2
労働大臣官房秘
書課長

4436 9 国家公務員災害補償例規 補償事務主任者の指名について 昭和４８年度 (収)昭49. 2.15 労働大臣官房長

4436 10 国家公務員災害補償例規 通勤による災害の認定事務について 昭和４８年度 (収)昭49. 3.15
労働大臣官房秘
書課長

4436 11 国家公務員災害補償例規 災害補償関係通達の送付について 昭和４９年度 (収)昭49. 5.13
労働大臣官房秘
書課長

4436 12 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の送付について 昭和４９年度 (収)昭49.12.17 労働大臣官房長

4436 13 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の送付について 昭和５０年度 (収)昭50. 5. 6 労働大臣官房長

4436 14 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の送付について 昭和５０年度 (収)昭50.10.25
労働大臣官房秘
書課長

4436 15 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の送付について 昭和５０年度 (収)昭51. 2.25
労働大臣官房秘
書課長
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4436 16 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の送付について 昭和５１年度 (収)昭51. 7.10 労働大臣官房長

4436 17 国家公務員災害補償例規 人事院規則の送付について 昭和５１年度 (収)昭51. 9.28 労働大臣官房長

4436 18 国家公務員災害補償例規 災害補償関係通達の送付について 昭和５１年度 (収)昭51.10.13 労働大臣官房長

4436 19 国家公務員災害補償例規
「災害補償制度の運用について」の一部改正につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51.10.19 労働大臣官房長

4436 20 国家公務員災害補償例規
職員の災害補償（人事院規則16－０）の認定基準
について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.17
(決)昭52. 2.23
(施)昭52. 2.23

職業安定課

4436 21 国家公務員災害補償例規 人事院規則の送付について 昭和５２年度 (収)昭52. 5. 7 労働大臣官房長

4436 22 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の一部改正について 昭和５２年度 (収)昭52. 6.29 労働大臣官房長

4436 23 国家公務員災害補償例規 人事院規則の一部改正について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.10 労働大臣官房長

4436 24 国家公務員災害補償例規
年金たる補償及び年金たる特別給付金に係る支払
事務手続等の改正について

昭和５３年度 (収)昭53.12. 7
労働大臣官房秘
書課長

4436 25 国家公務員災害補償例規
人事院規則16－０（職員の災害補償）及び人事院
規則16－４（補償及び福祉施設の実施）の一部改
正等について（通知）

昭和５３年度 (収)昭54. 1. 5 労働大臣官房長

4436 26 国家公務員災害補償例規 補償費等の支給手続の改正について 昭和５４年度 (収)昭54. 6. 6
労働大臣官房秘
書課長

4436 27 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 4
(決)昭55.12. 5
(施)昭55.12. 5

職業安定課

4436 28 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.12
(決)昭56. 2.13
(施)昭56. 2.13

職業安定課

4436 29 国家公務員災害補償例規
障害等級決定通達及び廃疾等級決定通達の一部改
正について

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 2
(決)昭56. 5. 7
(施)昭56. 5. 7

職業安定課

4436 30 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 2
(決)昭56. 5. 7
(施)昭56. 5. 7

職業安定課

4436 31 国家公務員災害補償例規 人事院規則の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.31
(決)昭56. 8. 5
(施)昭56. 8. 5

職業安定課

4436 32 国家公務員災害補償例規 職員の災害補償に係る事務取扱手続について 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 5
(決)昭55. 7. 7
(施)昭55. 7. 7

職業安定課

4436 33 国家公務員災害補償例規
「労働省職員災害補償事務取扱要領」に係る様式
の送付について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

職業安定課

4436 34 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の一部改正について 昭和５６年度 (収)昭56.12.18 労働大臣官房長

4436 35 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の一部改正について 昭和５７年度 (収)昭57.11.24
労働省職業安定
局長
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4436 36 国家公務員災害補償例規 人事院規則の一部改正について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.10 労働大臣官房長

4436 37 国家公務員災害補償例規 人事院規則等の一部改正について 昭和６０年度 (収)昭60.11.20 労働大臣官房長

4437 1
開拓財産売払（井川地区：東海パ
ルプ）

農地法第80条の規定による売払国有農地等の登記
について

昭和４８年度
(起)昭48. 8.31
(施)昭48. 8.31

農地管理課

4437 2
開拓財産売払（井川地区：東海パ
ルプ）

所有権移転登記嘱託請求書の送付について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.11
(施)昭48. 7.12

農地管理課

4437 3
開拓財産売払（井川地区：東海パ
ルプ）

農地法第80条第２項の規定に基づく開拓財産の売
払について

昭和４８年度
(起)昭48. 5.30
(決)昭48. 5.30
(施)昭48. 5.30

農地管理課

4437 4
開拓財産売払（井川地区：東海パ
ルプ）

国有財産買受申込書について（進達） 昭和４７年度
(起)昭47. 9.25
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.27

県営企画課

4438 1
開拓財産譲与関係　西富士地区　
No.１

農地法第74条の２の規定に基づく開拓財産の譲与
について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50.11.20 総務課

4438 2
開拓財産譲与関係　西富士地区　
No.１

譲与すべき道路等の指定について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 6
(決)昭50. 5. 8

総務課

4438 3
開拓財産譲与関係　西富士地区　
No.１

指定調書の提出について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.17
(施)昭49. 4.17

農地管理課

4439 1
第８次県総合開発計画農地部事業
計画

第８次　静岡県総合開発計画　農地部事業計画 昭和４６年度 農地計画課

4440 1 天竜川漁協総会資料等 第20回　理事・幹事会議案（資料写） 昭和５３年度 水産課

4440 2 天竜川漁協総会資料等 天竜川漁協との打合せ（資料写） 昭和５４年度 水産課

4440 3 天竜川漁協総会資料等 天竜川第１回臨時総代会議録（資料写） 昭和５３年度 水産課

4440 4 天竜川漁協総会資料等 西遠流域下水道事業（資料写） 昭和５２年度 水産課

4440 5 天竜川漁協総会資料等 第５回理事監事合同会議開催通知（資料写） 昭和５２年度 水産課

4440 6 天竜川漁協総会資料等
天竜川非出資漁業共同組合通常総会議事録（資料
写）

昭和４９年度 水産課

4440 7 天竜川漁協総会資料等 天竜川非出資漁業共同組合理事会（資料写） 昭和４８年度 水産課

4441 1 法令規・条例規則・通達通知綴
自動車税の臨時特例に関する条例の一部を改正す
る条例の公布について（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.16
(決)昭50. 4.16
(施)昭50. 4.16

税務課

4441 2 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.16
(決)昭50. 4.16
(施)昭50. 4.16

税務課

4441 3 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 4.25
(決)昭50. 4.25
(施)昭50. 4.25

税務課

4441 4 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.25
(決)昭50. 4.25
(施)昭50. 4.25

税務課
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4441 5 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 9
(決)昭50. 6.10
(施)昭50. 6.10

税務課

4441 6 法令規・条例規則・通達通知綴 地方税法施行規則の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.12
(決)昭50. 7.15
(施)昭50. 7.15

税務課

4441 7 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.12
(決)昭50. 7.15
(施)昭50. 7.15

税務課

4441 8 法令規・条例規則・通達通知綴
第75回国会において成立した他の法律による地方
税法の一部改正等について

昭和５０年度
(起)昭50. 8.29
(決)昭50. 8.29
(施)昭50. 8.29

税務課

4441 9 法令規・条例規則・通達通知綴
県税賦課徴収規則の一部を改正する規則の公布に
ついて（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 9.30
(決)昭50. 9.30
(施)昭50. 9.30

税務課

4441 10 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の公
布について（通知）

昭和５０年度
(起)昭50.10.28
(決)昭50.10.28
(施)昭50.10.28

税務課

4441 11 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部正について（通知） 昭和５０年度
(起)昭50.10.28
(決)昭50.10.28
(施)昭50.10.28

税務課

4441 12 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収規則の一部正について（通知） 昭和５０年度
(起)昭50.11.12
(決)昭50.11.20
(施)昭50.11.20

税務課

4441 13 法令規・条例規則・通達通知綴 静岡県税賦課徴収条例の一部正について（通知） 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 8
(決)昭50. 4. 8
(施)昭50. 4. 9

税務課

4441 14 法令規・条例規則・通達通知綴 条例の改廃について（通知） 昭和５０年度
(起)昭51. 3.25
(決)昭51. 3.25
(施)昭51. 3.25

税務課

4441 15 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の公
布について（通知）

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 7
(決)昭51. 4. 9
(施)昭51. 4. 9

税務課

4441 16 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収規則の一部改正について（通
知）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.28
(決)昭51. 4.30
(施)昭51. 4.30

税務課

4441 17 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.27
(決)昭51. 4.27
(施)昭51. 4.27

税務課

4441 18 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.27
(決)昭51. 4.27
(施)昭51. 4.27

税務課

4441 19 法令規・条例規則・通達通知綴
昭和51年７月における集中豪雨による被災納税者
の減免措置等について（通知）

昭和５１年度 (施)昭51. 7.21 税務課

4441 20 法令規・条例規則・通達通知綴
第77回国会において成立した他の法律による地方
税法の一部改正等について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.20
(決)昭51. 7.30
(施)昭51. 7.30

税務課

4441 21 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正等について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.21
(決)昭51. 6.24
(施)昭51. 6.24

税務課

4441 22 法令規・条例規則・通達通知綴
外国人等の国際運輸業にかかる所得に対する相互
主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
の一部を改正する政令の公布について

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 5
(決)昭52. 1. 5
(施)昭52. 1. 5

税務課

4441 23 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法施行令及び地方税法施行規則の一部改正
について

昭和５１年度
(起)昭51.12.27
(決)昭51.12.28
(施)昭52. 1. 5

税務課

4441 24 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法、同法施行令及び同法施行規則の改正に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.26
(施)昭52. 4.26

税務課
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4441 25 法令規・条例規則・通達通知綴
軽油引取税の課税免除についての通達等の一部改
正について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.26
(施)昭52. 4.26

税務課

4441 26 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法及び同法施行に関する取扱についての依
命通達（道府県税関係）の一部改正等について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.26
(施)昭52. 4.26

税務課

4441 27 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例及び自動車税の臨時特例に
関する条例の一部改正並びに静岡県税賦課徴収規
則の一部改正について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 1
(決)昭52. 4. 1
(施)昭52. 4. 1

税務課

4441 28 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例及び静岡県税賦課徴収規則
の一部改正について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.13
(決)昭52. 5.13
(施)昭52. 5.13

税務課

4441 29 法令規・条例規則・通達通知綴
第78回国会及び第80回国会において成立した他の
法律による地方税法の一部改正等について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 7.27
(施)昭52. 7.28

税務課

4441 30 法令規・条例規則・通達通知綴
ソ連の200海里水域の経済的損失に係る漁業及び
関連企業等に対する地方税の納税緩和措置につい
て

昭和５２年度
(起)昭52.10.17
(決)昭52.10.18
(施)昭52.10.18

税務課

4441 31 法令規・条例規則・通達通知綴
「改正地方税法（徴収関係）の取扱について」の
一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52.10.27
(決)昭52.10.27
(施)昭52.10.27

税務課

4441 32 法令規・条例規則・通達通知綴
地方税法の一部を改正する法律案について（送
付）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.18
(決)昭53. 2.18
(施)昭53. 2.18

税務課

4441 33 法令規・条例規則・通達通知綴
最近の経済事情の下における納税の猶予等の措置
について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.14
(決)昭53. 2.21
(施)昭53. 2.21

税務課

4441 34 法令規・条例規則・通達通知綴
静岡県税賦課徴収条例等及び同規則の一部改正案
の送付について

昭和５２年度 (施)昭53. 3.28 税務課

4442 1 固定資産評価基準改正綴 固定資産評価基準の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 7
(決)昭51. 1. 7
(施)昭51. 1. 8

税務課

4442 2 固定資産評価基準改正綴
「固定資産評価基準に基づき自治大臣が定める事
項について」の通達の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭51. 1. 7
(決)昭51. 1. 7
(施)昭51. 1. 8

税務課

4442 3 固定資産評価基準改正綴
固定資産家屋にかかる昭和51年度（基準年度）の
評価について

昭和５０年度
(起)昭50.10.17
(決)昭50.10.18
(施)昭50.10.18

税務課

4442 4 固定資産評価基準改正綴
土地及び家屋にかかる昭和51年度（基準年度）の
評価の運営について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.18
(決)昭50. 1.18
(施)昭50. 1.18

税務課

4442 5 固定資産評価基準改正綴
固定資産（家屋）評価基準の改正について（通
知）

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 5
(決)昭48. 1. 9
(施)昭48. 1. 9

税務課

4442 6 固定資産評価基準改正綴
家屋にかかる昭和51年度（基準年度）の評価につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 7.28
(決)昭50. 7.30
(施)昭50. 7.31

税務課

4442 7 固定資産評価基準改正綴 不動産取得税の取扱いについて（通知） 昭和４７年度
(起)昭48. 2.23
(決)昭48. 2.27
(施)昭48. 2.27

税務課

4442 8 固定資産評価基準改正綴
全国都道府県地方課，税務課評価担当係長会議の
復命

昭和５０年度
(起)昭50. 7.28
(決)昭50. 7.28

税務課

4442 9 固定資産評価基準改正綴
工場量産組立式（プレハブ方式）構造建物に適用
する再建築費評点基準表（準則）の一部改正につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭51. 3.30
(施)昭51. 3.30

税務課

4442 10 固定資産評価基準改正綴 不動産取得税の取扱いについて（通知） 昭和５０年度
(起)昭51. 2.17
(決)昭51. 2.18
(施)昭51. 2.20

税務課
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4442 11 固定資産評価基準改正綴
標準評点数・補正係数早見表（木造家屋篇）及び
関係調書等の作成について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.11.12
(決)昭46.11.15
(施)昭46.11.15

税務課

4442 12 固定資産評価基準改正綴
不動産取得税事務処理要綱家屋評価実務篇の改正
について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.23
(決)昭50. 9.25
(施)昭50. 9.26

税務課

4442 13 固定資産評価基準改正綴
不動産取得税事務処理要綱家屋評価実務篇の改正
について

昭和５０年度
(起)昭50. 6.21
(決)昭50. 6.25
(施)昭50. 6.25

税務課

4442 14 固定資産評価基準改正綴
不動産取得税事務処理要綱家屋評価実務篇の改正
案の検討会開催について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.28
(決)昭50. 4.28
(施)昭50. 4.28

税務課

4442 15 固定資産評価基準改正綴
不動産取得税事務処理要綱家屋評価実務篇の改正
案の検討について（依頼）

昭和４９年度
(起)昭50. 3.10
(決)昭50. 3.11
(施)昭50. 3.11

税務課

4442 16 固定資産評価基準改正綴
不動産取得税事務処理要綱（家屋評価実務篇）の
一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.20
(施)昭52. 6.20

税務課

4443 1 第15回天竜川河状調査 昭和46年度 第15回天竜川河状調査 昭和４６年度 水利用課

4444 1 第16回天竜川河状調査 昭和47年度 第16回天竜川河状調査 昭和４７年度 水利用課

4445 1 第17回天竜川河状調査 昭和48年度 第17回天竜川河状調査 昭和４８年度 水利用課

4446 1 第18回天竜川河状調査 昭和49年度 第18回天竜川河状調査 昭和４９年度 水利用課

4447 1 第19回天竜川河状調査 昭和50年度 第19回天竜川河状調査 昭和５０年度 水利用課

4448 1 永年勤続民生委員調書　No.１ 永年勤続民生委員調書（静岡市） 昭和４７年度 社会課

4448 2 永年勤続民生委員調書　No.１ 永年勤続民生委員調書（浜松市） 昭和４７年度 社会課

4448 3 永年勤続民生委員調書　No.１ 永年勤続民生委員調書（沼津市） 昭和４７年度 社会課

4448 4 永年勤続民生委員調書　No.１ 永年勤続民生委員調書（清水市） 昭和４７年度 社会課

4448 5 永年勤続民生委員調書　No.１ 永年勤続民生委員調書（熱海市） 昭和４７年度 社会課

4448 6 永年勤続民生委員調書　No.１ 永年勤続民生委員調書（三島市） 昭和４７年度 社会課

4449 1 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（富士宮市） 昭和４７年度 社会課

4449 2 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（伊東市） 昭和４７年度 社会課

4449 3 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（島田市） 昭和４７年度 社会課

4449 4 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（焼津市） 昭和４７年度 社会課
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4449 5 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（富士市） 昭和４７年度 社会課

4449 6 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（掛川市） 昭和４７年度 社会課

4449 7 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（藤枝市） 昭和４７年度 社会課

4449 8 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（御殿場市） 昭和４７年度 社会課

4449 9 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（袋井市） 昭和４７年度 社会課

4449 10 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（天竜市） 昭和４７年度 社会課

4449 11 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（浜北市） 昭和４７年度 社会課

4449 12 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（下田市） 昭和４７年度 社会課

4449 13 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（裾野市） 昭和４７年度 社会課

4449 14 永年勤続民生委員調書　No.２ 永年勤続民生委員調書（湖西市） 昭和４７年度 社会課

4450 1 永年勤続民生委員調書　No.３ 永年勤続民生委員調書（賀　茂） 昭和４７年度 社会課

4450 2 永年勤続民生委員調書　No.３ 永年勤続民生委員調書（東　部） 昭和４７年度 社会課

4450 3 永年勤続民生委員調書　No.３ 永年勤続民生委員調書（中　部） 昭和４７年度 社会課

4450 4 永年勤続民生委員調書　No.３ 永年勤続民生委員調書（中　遠） 昭和４７年度 社会課

4450 5 永年勤続民生委員調書　No.３ 永年勤続民生委員調書（西　部） 昭和４７年度 社会課

4451 1 児童館・母親クラブ関係基本通知 児童館の設置運営について 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 6
(決)昭53. 7.10
(施)昭53. 7.10

児童課

4451 2 児童館・母親クラブ関係基本通知
児童館運営費補助金交付要綱（昭和39年静岡県告
示第268号）の廃止及び新要綱制定について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.16
(決)昭52.10.15
(施)昭52.10.18

児童課

4451 3 児童館・母親クラブ関係基本通知 母親クラブ活動費の取扱いについて（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 2
(決)昭50. 7. 1
(施)昭50. 7. 9

児童課

4451 4 児童館・母親クラブ関係基本通知
母親クラブ活動費補助金交付要綱の制定について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.31
(決)昭50. 7. 8
(施)昭50. 7. 9

児童課

4451 5 児童館・母親クラブ関係基本通知 母親クラブ活動要綱について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 2
(決)昭50. 7. 1
(施)昭50. 7. 9

児童課

600 ページ



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

4452 1 陳情書等綴（昭和47年度起）
静岡県東部理容美容高等専修学校校舎改築並びに
補修についての陳情書

昭和５６年度 (収)昭56. 6.  
静岡県東部理容
美容学園

4452 2 陳情書等綴（昭和47年度起） クリーニング業に関する行政改革促進決議 昭和５６年度 (収)昭56. 6.22
全国クリーニン
グ協議会会長

4452 3 陳情書等綴（昭和47年度起）
行政改革に伴う理容業の許認可事項等についての
陳情書

昭和５６年度 (収)昭56. 5.21
全国理容環境衛
生同業組合連合
会理事長

4452 4 陳情書等綴（昭和47年度起）
静岡県環境衛生営業指導センター（仮称）の設立
のご指導とご援助について

昭和５５年度 (収)昭55.11.25
静岡県環境衛生
同業組合連合会

4452 5 陳情書等綴（昭和47年度起）
陳情書（火葬場新建設事業に関する国・県費補助
金交付について）

昭和５５年度 (収)昭55. 8.21
富士地区広域市
町村圏協議会

4452 6 陳情書等綴（昭和47年度起） 要望書（旅館業法による営業許可に関して） 昭和５４年度 (収)昭54. 9. 3
静岡県旅館環境
衛生同業組合

4452 7 陳情書等綴（昭和47年度起）
クリーニング業法一部改正に伴う静岡県条例制定
に関する請願

昭和５３年度 (収)昭53.10. 5
静岡県クリーニ
ング協議会

4452 8 陳情書等綴（昭和47年度起）
静岡県クリーニング業環境衛生同業組合の機構改
編に関する意見書

昭和５２年度 (収)昭53. 3.10
静岡県クリーニ
ング協議会

4452 9 陳情書等綴（昭和47年度起） 陳情書 昭和５３年度 (収)昭53. 7.28
静岡県理容環境
衛生同業組合他

4452 10 陳情書等綴（昭和47年度起） 風俗営業等取締法施行条例一部改正の件陳情書
静岡県社交業環
境衛生同業組合
連合会

4452 11 陳情書等綴（昭和47年度起） 料理飲食等消費税撤廃に関する陳情書
静岡県社交業環
境衛生同業組合
連合会

4452 12 陳情書等綴（昭和47年度起） 環境衛生金融公庫に関する陳情書
静岡県社交業環
境衛生同業組合
連合会

4452 13 陳情書等綴（昭和47年度起） 音楽著作権料に関する陳情書
静岡県社交業環
境衛生同業組合
連合会

4452 14 陳情書等綴（昭和47年度起）
陳情書（環境衛生関係営業指導費補助金につい
て）

昭和５２年度 (収)昭52.12.23
静岡県環境衛生
同業組合連合会

4452 15 陳情書等綴（昭和47年度起） 公衆衛生活動事業費補助金交付申請書 昭和５１年度 (収)昭52. 3.30
静岡県麺類業環
境衛生同業組合

4452 16 陳情書等綴（昭和47年度起）
公衆浴場対策費に関する地方交付税適用の促進要
請について

昭和５１年度 (収)昭52. 2.28
静岡県公衆浴場
業環境衛生同業
組合

4452 17 陳情書等綴（昭和47年度起） 公衆浴場の確保対策について 昭和５１年度
(起)昭51.11.16
(決)昭51.11.18

環境衛生課

4452 18 陳情書等綴（昭和47年度起）
食品、環境衛生関連業者の許可手数料値上げ改定
についての陳情書

昭和５１年度 (収)昭51. 9.27
静岡県商工団体
連合会

4452 19 陳情書等綴（昭和47年度起） 駿河霊園による開発行為に反対する陳情 昭和５１年度 (収)昭51. 5.25 沼津市民協議会
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4452 20 陳情書等綴（昭和47年度起） 陳情書 昭和５０年度 (収)昭51. 2. 3
沼津飲食同業組
合

4452 21 陳情書等綴（昭和47年度起）
一般公衆浴場に併設する家族浴室以外の家族浴室
の営業許可に反対する陳情

昭和５０年度 (収)昭50.10.  
静岡県公衆浴場
県境衛生同業組
合

4452 22 陳情書等綴（昭和47年度起）
湯河原厚生年金会館建築に対する計画の中止の陳
情

昭和５０年度 (収)昭50. 8. 5
伊豆湯河原旅館
組合他

4452 23 陳情書等綴（昭和47年度起） 伊豆下田病院建設反対の陳情 昭和５０年度 (収)昭50. 8. 6
下田温泉旅館協
同組合

4452 24 陳情書等綴（昭和47年度起） 県環境衛生協会（仮称）の設立についての陳情 昭和４９年度 (収)昭49. 9. 3
富士宮環境衛生
協会長

4452 25 陳情書等綴（昭和47年度起） 新組織届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 9. 2
静岡県理美容師
連合会

4452 26 陳情書等綴（昭和47年度起） 公衆浴場に係わる諸施策要望書 昭和４７年度 (収)昭47.12.16
静岡県公衆浴場
業環境衛生同業
組合

4452 27 陳情書等綴（昭和47年度起） 裾野町美容所関係綴

4452 28 陳情書等綴（昭和47年度起） 陳情書（旅館業法施行条例改正希望） 昭和４６年度 (収)昭46.11.12
静岡県旅館環境
衛生同業組合

4452 29 陳情書等綴（昭和47年度起） 県費補助金交付方お願い 昭和４７年度 (収)昭47.10.13
静岡家理容環境
衛生同業組合

4452 30 陳情書等綴（昭和47年度起） 福田町管内の火葬場設置場所に関する陳情 昭和４７年度 (収)昭48. 1.22
東海開発観光株
式会社

4452 31 陳情書等綴（昭和47年度起） 下田ビューホテル無許可営業の実態について 昭和４７年度 (起)昭47. 5.31

4452 32 陳情書等綴（昭和47年度起） カーホテル建築許可阻止についての陳情 昭和４６年度 (収)昭47. 1.27
長田南中学校Ｐ
ＴＡ

4452 33 陳情書等綴（昭和47年度起） 陳情書（モーテル建設の取締規制を厳重に） 昭和４６年度 (収)昭47. 2.17
富士宮市立山宮
小学校愛護会

4452 34 陳情書等綴（昭和47年度起） 公衆浴場法施行条例の改正に伴う意見について 昭和４８年度 (収)昭48. 7.17
静岡県警察本部
長

4453 1 表彰関係 食品関係行政担当者の表彰推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48. 9. 3
(決)昭48. 9. 3
(施)昭48. 9. 3

食品衛生課

4453 2 表彰関係 畜犬指導員の衛生部長表彰について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.29
(決)昭49. 2. 4

食品衛生課

4453 3 表彰関係
行政担当官 日本食品衛生協会長感謝状贈呈につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50.10.24
(決)昭50.10.24
(施)昭50.10.24

食品衛生課

4453 4 表彰関係
昭和51年度（第24回）中日社会功労賞候補者の推
せんについて

昭和５１年度 (起)昭51. 6. 3 食品衛生課

4453 5 表彰関係
静岡新聞社、ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞」候補
の推せんについて

昭和５２年度
(起)昭52. 9.30
(決)昭52. 9.30

食品衛生課
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4454 1 特種事例（サワガニ関係）
島田保健所管内産「サワガニ」の捕獲出荷状況調
査について

昭和４９年度 (施)昭49. 6. 3 食品衛生課

4455 1 赤色２号関係 食用赤色２号についての打合せ会開催について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.21
(決)昭51. 2.24
(施)昭51. 2.24

食品衛生課

4455 2 赤色２号関係
赤色２号（アマランス）の発ガン性に関する討議
について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.25
(決)昭51. 2.27
(施)昭51. 2.27

食品衛生課

4455 3 赤色２号関係 食用赤色２号の打合せ会資料について（伺い） 昭和５０年度 (起)昭51. 3. 1 食品衛生課

4455 4 赤色２号関係 食用赤色２号に関する資料送付の件 昭和５０年度
(起)昭51. 3.10
(決)昭51. 3.10

食品衛生課

4456 1
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.１

浅畑川・静清流通センター附近の航空写真 昭和４９年度 河川課 ○

4456 2
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.１

自治研修所（静岡市城北） 昭和４９年度 河川課 ○

4456 3
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.１

東部汚水処理場（刑務所となり） 昭和４９年度 河川課 ○

4456 4
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.１

有永地区 昭和４９年度 河川課 ○

4456 5
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.１

丸子川左岸 昭和４９年度 河川課 ○

4456 6
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.１

巴川河川現況図 昭和４９年度 河川課 ○

4457 1
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

清水市入江・国道１号線上流 昭和４９年度 河川課 ○

4457 2
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

清水市高橋・清水警察署附近 昭和４９年度 河川課 ○

4457 3
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

塩田川附近 昭和４９年度 河川課 ○

4457 4
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

巴川・塩田川合流（清水市汚水処理場附近） 昭和４９年度 河川課 ○

4457 5
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

静岡刑務所附近 昭和４９年度 河川課 ○

4457 6
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

上土団地より附近流通センター 昭和４９年度 河川課 ○

4457 7
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

静岡市東部汚水処理場附近（自治研修所） 昭和４９年度 河川課 ○

4457 8
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

浅畑川・静清流通センター附近 昭和４９年度 河川課 ○

4457 9
巴川浸水状況航空写真（昭和49年
７月７日～８日豪雨）　No.２

自治研修所から静岡刑務所方向 昭和４９年度 河川課 ○

4458 1 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第12号　昭和48年12月 昭和４８年度 河川課
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4458 2 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第11号　昭和48年11月 昭和４８年度 河川課

4458 3 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第10号　昭和48年10月 昭和４８年度 河川課

4458 4 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第９号　昭和48年９月 昭和４８年度 河川課

4458 5 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第８号　昭和48年８月 昭和４８年度 河川課

4458 6 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第７号　昭和48年７月 昭和４８年度 河川課

4458 7 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第６号　昭和48年６月 昭和４８年度 河川課

4458 8 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第５号　昭和48年５月 昭和４８年度 河川課

4458 9 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第４号　昭和48年４月 昭和４８年度 河川課

4458 10 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第３号　昭和48年３月 昭和４７年度 河川課

4458 11 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第２号　昭和48年２月 昭和４７年度 河川課

4458 12 48静岡県気象情報 静岡県気象月報　第25巻第１号　昭和48年１月 昭和４７年度 河川課

4459 1 49静岡県気象情報
昭和49年７月７日～８日台風８号及び梅雨前線に
よる大雨に関する異常気象速報

昭和４９年度 河川課

4459 2 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第12号　昭和49年12月 昭和４９年度 河川課

4459 3 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第11号　昭和49年11月 昭和４９年度 河川課

4459 4 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第10号　昭和49年10月 昭和４９年度 河川課

4459 5 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第９号　昭和49年９月 昭和４９年度 河川課

4459 6 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第８号　昭和49年８月 昭和４９年度 河川課

4459 7 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第７号　昭和49年７月 昭和４９年度 河川課

4459 8 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第６号　昭和49年６月 昭和４９年度 河川課

4459 9 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第５号　昭和49年５月 昭和４９年度 河川課

4459 10 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第４号　昭和49年４月 昭和４９年度 河川課
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4459 11 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第３号　昭和49年３月 昭和４８年度 河川課

4459 12 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第２号　昭和49年２月 昭和４８年度 河川課

4459 13 49静岡県気象情報 静岡県気象月報　第26巻第１号　昭和49年１月 昭和４８年度 河川課

4459 14 49静岡県気象情報 佐久間気象通報所気象累年報 昭和４９年度 河川課

4460 1 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第12号　昭和50年12月 昭和５０年度 河川課

4460 2 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第11号　昭和50年11月 昭和５０年度 河川課

4460 3 50静岡県気象情報
昭和50年10月７日～８日の低気圧と前線による大
雨に関する異常気象速報

昭和５０年度 河川課

4460 4 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第10号　昭和50年10月 昭和５０年度 河川課

4460 5 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第９号　昭和50年９月 昭和５０年度 河川課

4460 6 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第８号　昭和50年８月 昭和５０年度 河川課

4460 7 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第７号　昭和50年７月 昭和５０年度 河川課

4460 8 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第６号　昭和50年６月 昭和５０年度 河川課

4460 9 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第５号　昭和50年５月 昭和５０年度 河川課

4460 10 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第４号　昭和50年４月 昭和５０年度 河川課

4460 11 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第３号　昭和50年３月 昭和４９年度 河川課

4460 12 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第２号　昭和50年２月 昭和４９年度 河川課

4460 13 50静岡県気象情報 静岡県気象月報　第27巻第１号　昭和50年１月 昭和４９年度 河川課

4461 1 特定都市交通施設整備研究発表会
復命書（第12回特定都市交通施設整備研究発表
会）

平成　５年度 (起)平 5.11. 4 市街地整備課

4461 2 特定都市交通施設整備研究発表会
復命書（第11回特定都市交通施設整備研究発表
会）

平成　４年度 (起)平 4.11. 9 市街地整備課

4461 3 特定都市交通施設整備研究発表会 第10回特定都市交通施設整備研究発表会 平成　３年度 市街地整備課

4461 4 特定都市交通施設整備研究発表会 第８回特定都市交通施設整備研究発表会 平成　元年度 市街地整備課
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4461 5 特定都市交通施設整備研究発表会 第７回特定都市交通施設整備研究発表会 昭和６３年度 市街地整備課

4461 6 特定都市交通施設整備研究発表会 第６回特定都市交通施設整備研究発表会 昭和６２年度 市街地整備課

4461 7 特定都市交通施設整備研究発表会 第３回特定都市交通施設整備研究発表会 昭和５９年度 市街地整備課

4461 8 特定都市交通施設整備研究発表会 第２回特定都市交通施設整備研究発表会 昭和５８年度 市街地整備課

4461 9 特定都市交通施設整備研究発表会 第１回特定都市交通施設整備研究発表会 昭和５７年度 市街地整備課

4462 1 48家賃更正 県営住宅家賃の変更について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.21
(決)昭49. 1.28
(施)昭49. 1.28

住宅課

4462 2 48家賃更正 県営住宅家賃の一部変更について（通知） 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 9
(決)昭49. 1.10
(施)昭49. 1.10

住宅課

4462 3 48家賃更正 県営住宅家賃の一部値上げについて 昭和４８年度 (決)昭48. 9.28 住宅課

4462 4 48家賃更正 県営住宅家賃の一部値上げについて 昭和４８年度
(起)昭48.10.26
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.26

住宅課

4463 1 49家賃更正 県営住宅家賃の一部変更について（決定） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.18
(決)昭50. 2. 7
(施)昭50. 2. 7

住宅課

4463 2 49家賃更正
昭和31年度から昭和40年度までの間に建設された
県営住宅の家賃の変更について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.13
(決)昭50. 1.13

住宅課

4463 3 49家賃更正 県営住宅家賃の一部変更について（うかがい） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.17
(決)昭49. 9.17

住宅課

4463 4 49家賃更正 県営住宅家賃の一部更正について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.24
(決)昭49. 9.28
(施)昭49. 9.28

住宅課

4464 1 50県営住宅家賃不均衝是正 昭和50年度　県営住宅家賃不均衝是正 昭和５０年度 住宅企画課

4465 1 50家賃変更関係綴 県営住宅家賃の一部変更について（伺い） 昭和５０年度 (決)昭50.12.20 住宅企画課

4466 1
高圧ガス許可申請書　東海都市ガ
ス

高圧ガス完成検査証の交付について（伺） 昭和４１年度
(起)昭41.11.22
(決)昭41.11.22

工業第一課

4466 2
高圧ガス許可申請書　東海都市ガ
ス

高圧ガス製造許可について（伺） 昭和４１年度
(起)昭41.10.22
(決)昭41.10.24
(施)昭41.10.29

工業第一課

4467 1
液化ガス製造許可申請書　中部瓦
斯

高圧ガス完成検査証の交付について（伺） 昭和４４年度
(起)昭44. 8.23
(決)昭44. 8.25

消防防災課

4467 2
液化ガス製造許可申請書　中部瓦
斯

高圧ガス製造許可について（伺） 昭和４４年度
(起)昭44. 5.10
(決)昭44. 5.13
(施)昭44. 5.19

消防防災課

4468 1 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書並びに事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49. 5. 8
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 2 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書並びに事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49. 7.27
（社）静岡県プ
ロパンガス協会
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4468 3 高圧ガス関係事故綴　49－１
伊豆沖地震による静岡県プロパンガス協会災害対
策本部設置経過報告書

昭和４９年度 (収)昭49. 5.13
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 4 高圧ガス関係事故綴　49－１ 塩素ガス漏洩事故是正について（報告） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.24
旭化成工業(株)
富士支社

4468 5 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書並びに事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49. 8.28
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 6 高圧ガス関係事故綴　49－１ ＬＰガス事故調査報告書 昭和４９年度 (収)昭49. 8.27
（社）静岡県プ
ロパンガス協会
東部支部

4468 7 高圧ガス関係事故綴　49－１
液化石油ガス製造施設の保安検査時における事故
発生と検査結果について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.20
(決)昭49. 6.24
(施)昭49. 6.24

消防防災課

4468 8 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 7.16
聖隷学園浜松衛
生短期大学

4468 9 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 7.16
静岡大学農学部
事務長

4468 10 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 7.16
日本ドライケミ
カル(株)

4468 11 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故報告 昭和４９年度 (収)昭49. 7.16 旭燃料（株）

4468 12 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故報告 昭和４９年度 (収)昭49.11.15 東京プロパン

4468 13 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故報告 昭和４９年度 (収)昭49.11. 7
中部液化ガス高
塚支店

4468 14 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書及び事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49. 7.29
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 15 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 6.26
東海団地ガス
(株)

4468 16 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書及び事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49. 6.24
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 17 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 6.25
土狩プロパンガ
ス商会

4468 18 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 6.25 川村燃料店

4468 19 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 6.20
北榛原農業協同
組合

4468 20 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 5. 2
清水市南部終末
処理場

4468 21 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故調査報告書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49. 5.15
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 22 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 4. 5 浜松燃料(株)
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4468 23 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４９年度 (収)昭49. 4. 2 東海燃料(株)

4468 24 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４８年度 (収)昭49. 3.19 クレバヤシ商店

4468 25 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４８年度 (収)昭49. 3.26 丸二商会

4468 26 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書並びに事故調査報告書の提出 昭和４８年度 (収)昭49. 3. 9
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 27 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届並びに事故調査報告書の提出について 昭和４８年度 (収)昭49. 3.29
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 28 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書及び事故調査報告書提出 昭和４８年度 (収)昭49. 2.12
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 29 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書 昭和４８年度 (収)昭49. 3.19
中部液化ガス
（株）磐田営業
所

4468 30 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書及び事故調査報告書の提出について 昭和４８年度 (収)昭49. 1.28
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4468 31 高圧ガス関係事故綴　49－１ 事故届出書及び事故調査報告書の提出 昭和４８年度 (収)昭49. 1.17
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 1 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故調査報告書の提出について 昭和４９年度 (収)昭50. 3.13
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 2 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届書 昭和４９年度 (収)昭49. 7.24 東海企業（株）

4469 3 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書並びに事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49.12.27
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 4 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故報告並びに事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49.12.26
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 5 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書及び事故調査報告書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49.12.10
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 6 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49.11.26
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 7 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故調査報告書 昭和４９年度 (収)昭49.12.17
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 8 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届書 昭和４９年度 (収)昭49.12.17 杉本工業(株)

4469 9 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書及び事故調査報告書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49.12.22
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 10 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書及び事故調査報告書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49.11.22
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 11 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49.11. 1
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 12 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49.10.11
（社）静岡県プ
ロパンガス協会
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4469 13 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49.10.17
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 14 高圧ガス関係事故綴　49－２ 容器盗難事故届について 昭和４９年度 (収)昭49.10.17
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 15 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49.10. 4
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 16 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書及び事故調査報告書の提出 昭和４９年度 (収)昭49.10. 4
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 17 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書及事故調査報告書の提出について 昭和４９年度 (収)昭49.10. 5
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4469 18 高圧ガス関係事故綴　49－２ 事故届出書の送付について 昭和４９年度 (収)昭49. 9. 2
（社）静岡県プ
ロパンガス協会

4470 1 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真標定図（昭和45年９月27日撮
影）

昭和４５年度

4470 2 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ１コース　13枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4470 3 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ２コース　14枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4470 4 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ３コース　13枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4470 5 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ４コース　12枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4470 6 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ５コース　12枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4470 7 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ６コース　11枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4470 8 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ７コース　９枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4470 9 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ８コース　９枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4470 10 三島地区航空写真　Ｃ１－９
三島地区航空写真　Ｃ９コース　７枚（昭和45年
９月27日撮影）

昭和４５年度

4471 1 伊豆東部地区航空写真　Ｃ１－４
伊豆東部地区航空写真標定図（昭和48年３月撮
影）

昭和４７年度

4471 2 伊豆東部地区航空写真　Ｃ１－４
伊豆東部地区航空写真　Ｃ１コース　18枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4471 3 伊豆東部地区航空写真　Ｃ１－４
伊豆東部地区航空写真　Ｃ２コース　20枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4471 4 伊豆東部地区航空写真　Ｃ１－４
伊豆東部地区航空写真　Ｃ３コース　19枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4471 5 伊豆東部地区航空写真　Ｃ１－４
伊豆東部地区航空写真　Ｃ４コース　19枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度
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4472 1 伊豆東部地区航空写真　Ｃ５－８
伊豆東部地区航空写真　Ｃ５コース　20枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4472 2 伊豆東部地区航空写真　Ｃ５－８
伊豆東部地区航空写真　Ｃ６コース　20枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4472 3 伊豆東部地区航空写真　Ｃ５－８
伊豆東部地区航空写真　Ｃ７コース　14枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4472 4 伊豆東部地区航空写真　Ｃ５－８
伊豆東部地区航空写真　Ｃ８コース　９枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4473 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ９－11
Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ９コース　32枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4473 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ９－11
Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ10Ａコース　14枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4473 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ９－11
Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ10Ｂコース　24枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4473 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ９－11
Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ11Ａコース　15枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4474 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ11Ｂ－
13

伊豆東部地区航空写真　Ｃ11Ｂコース　25枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4474 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ11Ｂ－
13

伊豆東部地区航空写真　Ｃ12Ａコース　14枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4474 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ11Ｂ－
13

伊豆東部地区航空写真　Ｃ12Ｂコース　23枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4474 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ11Ｂ－
13

伊豆東部地区航空写真　Ｃ13コース　35枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4475 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ14－16
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ14コース　36枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4475 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ14－16
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ15Ａコース　34枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4475 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ14－16
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ15Ｂコース　16枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4475 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ14－16
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ16Ａコース　34枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4475 5
伊豆東部地区航空写真　Ｃ14－16
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ16Ｂコース　12枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4476 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ａ－
20Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ａコース　18枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4476 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ａ－
20Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ｂコース　10枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4476 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ａ－
20Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ18Ａコース　16枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4476 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ａ－
20Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ18Ｂコース　９枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度
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4476 5
伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ａ－
20Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ19Ａコース　13枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4476 6
伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ａ－
20Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ19Ｂコース　９枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4476 7
伊豆東部地区航空写真　Ｃ17Ａ－
20Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ20Ａコース　11枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4477 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ20Ｂ－
23

伊豆東部地区航空写真　Ｃ20Ｂコース　11枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4477 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ20Ｂ－
23

伊豆東部地区航空写真　Ｃ21Ａコース　11枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4477 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ20Ｂ－
23

伊豆東部地区航空写真　Ｃ21Ｂコース　11枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4477 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ20Ｂ－
23

伊豆東部地区航空写真　Ｃ22コース　27枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4477 5
伊豆東部地区航空写真　Ｃ20Ｂ－
23

伊豆東部地区航空写真　Ｃ23コース　30枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4478 1 伊豆東部地区航空写真　Ｃ24－26
伊豆東部地区航空写真　Ｃ24コース　28枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4478 2 伊豆東部地区航空写真　Ｃ24－26
伊豆東部地区航空写真　Ｃ25コース　30枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4478 3 伊豆東部地区航空写真　Ｃ24－26
伊豆東部地区航空写真　Ｃ26コース　29枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4479 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ27－29
Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ27コース　29枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4479 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ27－29
Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ28Ａコース　７枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4479 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ27－29
Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ28Ｂコース　24枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4479 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ27－29
Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ29Ａコース　９枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4480 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ29Ｂ－
32Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ29Ｂコース　25枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4480 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ29Ｂ－
32Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ30コース　32枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4480 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ29Ｂ－
32Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ31Ａコース　13枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4480 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ29Ｂ－
32Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ31Ｂコース　21枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4480 5
伊豆東部地区航空写真　Ｃ29Ｂ－
32Ａ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ32Ａコース　15枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4481 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ32Ｂ－
35

伊豆東部地区航空写真　Ｃ32Ｂコース　18枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度
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4481 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ32Ｂ－
35

伊豆東部地区航空写真　Ｃ33Ａコース　17枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4481 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ32Ｂ－
35

伊豆東部地区航空写真　Ｃ33Ｂコース　14枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4481 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ32Ｂ－
35

伊豆東部地区航空写真　Ｃ34コース　27枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4481 5
伊豆東部地区航空写真　Ｃ32Ｂ－
35

伊豆東部地区航空写真　Ｃ35コース　26枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4482 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ36－39
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ36コース　22枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4482 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ36－39
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ37コース　23枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4482 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ36－39
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ38Ａコース　16枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4482 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ36－39
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ38Ｂコース　８枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4482 5
伊豆東部地区航空写真　Ｃ36－39
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ39Ａコース　13枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4482 6
伊豆東部地区航空写真　Ｃ36－39
Ｂ

伊豆東部地区航空写真　Ｃ39Ｂコース　12枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4483 1
伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａ－
45

伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａコース　13枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4483 2
伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａ－
45

伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ｂコース　11枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4483 3
伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａ－
45

伊豆東部地区航空写真　Ｃ41コース　18枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4483 4
伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａ－
45

伊豆東部地区航空写真　Ｃ42コース　17枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4483 5
伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａ－
45

伊豆東部地区航空写真　Ｃ43Ａコース　５枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4483 6
伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａ－
45

伊豆東部地区航空写真　Ｃ43Ｂコース　11枚（昭
和48年３月撮影）

昭和４７年度

4483 7
伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａ－
45

伊豆東部地区航空写真　Ｃ44コース　12枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4483 8
伊豆東部地区航空写真　Ｃ40Ａ－
45

伊豆東部地区航空写真　Ｃ45コース　10枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4484 1 伊豆東部地区航空写真　Ｃ46－52
伊豆東部地区航空写真　Ｃ46コース　10枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4484 2 伊豆東部地区航空写真　Ｃ46－52
伊豆東部地区航空写真　Ｃ47コース　23枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4484 3 伊豆東部地区航空写真　Ｃ46－52
伊豆東部地区航空写真　Ｃ48コース　12枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度
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4484 4 伊豆東部地区航空写真　Ｃ46－52
伊豆東部地区航空写真　Ｃ49コース　13枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4484 5 伊豆東部地区航空写真　Ｃ46－52
伊豆東部地区航空写真　Ｃ50コース　12枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4484 6 伊豆東部地区航空写真　Ｃ46－52
伊豆東部地区航空写真　Ｃ51コース　３枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4484 7 伊豆東部地区航空写真　Ｃ46－52
伊豆東部地区航空写真　Ｃ52コース　16枚（昭和
48年３月撮影）

昭和４７年度

4485 1
静岡県西部地区航空写真　Ｃ１－
２

静岡県西部地区航空写真　Ｃ１コース　64枚 昭和４９年度

4485 2
静岡県西部地区航空写真　Ｃ１－
２

静岡県西部地区航空写真　Ｃ２Ａコース　18枚 昭和４９年度

4485 3
静岡県西部地区航空写真　Ｃ１－
２

静岡県西部地区航空写真　Ｃ２Ｂコース　46枚 昭和４９年度

4486 1
静岡県西部地区航空写真　Ｃ３－
４

静岡県西部地区航空写真　Ｃ３コース　63枚 昭和４９年度

4486 2
静岡県西部地区航空写真　Ｃ３－
４

静岡県西部地区航空写真　Ｃ４コース　58枚 昭和４９年度

4487 1
静岡県西部地区航空写真　Ｃ５－
６

静岡県西部地区航空写真　Ｃ５Ａコース　21枚 昭和４９年度

4487 2
静岡県西部地区航空写真　Ｃ５－
６

静岡県西部地区航空写真　Ｃ５Ｂコース　48枚 昭和４９年度

4487 3
静岡県西部地区航空写真　Ｃ５－
６

静岡県西部地区航空写真　Ｃ６コース　66枚 昭和４９年度

4487 4
静岡県西部地区航空写真　Ｃ５－
６

静岡県西部地区航空写真　Ｃ６ホコース　５枚 昭和４９年度

4488 1
静岡県西部地区航空写真　Ｃ７－
８

静岡県西部地区航空写真　Ｃ７Ａコース　32枚 昭和４９年度

4488 2
静岡県西部地区航空写真　Ｃ７－
８

静岡県西部地区航空写真　Ｃ７Ｂコース　37枚 昭和４９年度

4488 3
静岡県西部地区航空写真　Ｃ７－
８

静岡県西部地区航空写真　Ｃ８Ａコース　51枚 昭和４９年度

4488 4
静岡県西部地区航空写真　Ｃ７－
８

静岡県西部地区航空写真　Ｃ８Ｂコース　19枚 昭和４９年度

4489 1
静岡県西部地区航空写真　Ｃ９－
10

静岡県西部地区航空写真　Ｃ９コース　68枚 昭和４９年度

4489 2
静岡県西部地区航空写真　Ｃ９－
10

静岡県西部地区航空写真　Ｃ10Ａコース　30枚 昭和４９年度

4489 3
静岡県西部地区航空写真　Ｃ９－
10

静岡県西部地区航空写真　Ｃ10Ｂコース　34枚 昭和４９年度

4489 4
静岡県西部地区航空写真　Ｃ９－
10

静岡県西部地区航空写真　Ｃ10Ｃコース　10枚 昭和４９年度
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4490 1
静岡県西部地区航空写真　Ｃ11－
12

静岡県西部地区航空写真　Ｃ11コース　63枚 昭和４９年度

4490 2
静岡県西部地区航空写真　Ｃ11－
12

静岡県西部地区航空写真　Ｃ12コース　62枚 昭和４９年度

4491 1
静岡県西部地区航空写真　Ｃ13－
14

静岡県西部地区航空写真　Ｃ13Ａコース　25枚 昭和４９年度

4491 2
静岡県西部地区航空写真　Ｃ13－
14

静岡県西部地区航空写真　Ｃ13Ｂコース　41枚 昭和４９年度

4491 3
静岡県西部地区航空写真　Ｃ13－
14

静岡県西部地区航空写真　Ｃ14Ａコース　60枚 昭和４９年度

4491 4
静岡県西部地区航空写真　Ｃ13－
14

静岡県西部地区航空写真　Ｃ14Ｂコース　４枚 昭和４９年度

4492 1
静岡県西部地区航空写真　Ｃ15－
19

静岡県西部地区航空写真　Ｃ15Ａコース　34枚 昭和４９年度

4492 2
静岡県西部地区航空写真　Ｃ15－
19

静岡県西部地区航空写真　Ｃ15Ｂコース　17枚 昭和４９年度

4492 3
静岡県西部地区航空写真　Ｃ15－
19

静岡県西部地区航空写真　Ｃ16Ａコース　10枚 昭和４９年度

4492 4
静岡県西部地区航空写真　Ｃ15－
19

静岡県西部地区航空写真　Ｃ16Ｂコース　17枚 昭和４９年度

4492 5
静岡県西部地区航空写真　Ｃ15－
19

静岡県西部地区航空写真　Ｃ17コース　13枚 昭和４９年度

4492 6
静岡県西部地区航空写真　Ｃ15－
19

静岡県西部地区航空写真　Ｃ18コース　10枚 昭和４９年度

4492 7
静岡県西部地区航空写真　Ｃ15－
19

静岡県西部地区航空写真　Ｃ19コース　10枚 昭和４９年度

4493 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ１－
６

静岡県中部地区航空写真　Ｃ１コース　16枚 昭和４９年度

4493 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ１－
６

静岡県中部地区航空写真　Ｃ２コース　15枚 昭和４９年度

4493 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ１－
６

静岡県中部地区航空写真　Ｃ３コース　14枚 昭和４９年度

4493 4
静岡県中部地区航空写真　Ｃ１－
６

静岡県中部地区航空写真　Ｃ４コース　13枚 昭和４９年度

4493 5
静岡県中部地区航空写真　Ｃ１－
６

静岡県中部地区航空写真　Ｃ５コース　12枚 昭和４９年度

4493 6
静岡県中部地区航空写真　Ｃ１－
６

静岡県中部地区航空写真　Ｃ６コース　15枚 昭和４９年度

4494 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ７Ａ
－７Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ７Ａコース　64枚 昭和４９年度

4494 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ７Ａ
－７Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ７Ａホビａコース　
12枚

昭和４９年度
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4494 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ７Ａ
－７Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ７Ｂコース　23枚 昭和４９年度

4495 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ８Ａ
－８Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ８Ａコース　63枚 昭和４９年度

4495 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ８Ａ
－８Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ８Ｂコース　22枚 昭和４９年度

4496 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ９Ａ
－９Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ９Ａコース　66枚 昭和４９年度

4496 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ９Ａ
－９Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ９Ｂコース　22枚 昭和４９年度

4497 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ10Ａ
－10Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ10Ａコース　62枚 昭和４９年度

4497 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ10Ａ
－10Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ10Ａホビａコース　
８枚

昭和４９年度

4497 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ10Ａ
－10Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ10Ｂコース　18枚 昭和４９年度

4497 4
静岡県中部地区航空写真　Ｃ10Ａ
－10Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ10Ｃコース　６枚 昭和４９年度

4498 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ11Ａ
－11Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ11Ａコース　59枚 昭和４９年度

4498 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ11Ａ
－11Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ11Ａホビａコース　
６枚

昭和４９年度

4498 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ11Ａ
－11Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ11Ｂコース　12枚 昭和４９年度

4498 4
静岡県中部地区航空写真　Ｃ11Ａ
－11Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ11Ｃコース　10枚 昭和４９年度

4499 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ12Ａ
－12Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ12Ａコース　60枚 昭和４９年度

4499 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ12Ａ
－12Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ12Ｂコース　15枚 昭和４９年度

4500 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ13Ａ
－13Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ13Ａコース　58枚 昭和４９年度

4500 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ13Ａ
－13Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ13Ａホビａコース　
４枚

昭和４９年度

4500 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ13Ａ
－13Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ13Ｂコース　12枚 昭和４９年度

4501 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ14Ａ
－14Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ14Ａコース　57枚 昭和４９年度

4501 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ14Ａ
－14Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ14Ａホビａコース　
６枚

昭和４９年度

4501 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ14Ａ
－14Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ14Ｂコース　15枚 昭和４９年度
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4502 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ15Ａ
－15Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ15Ａコース　57枚 昭和４９年度

4502 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ15Ａ
－15Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ15Ａホビａコース　
５枚

昭和４９年度

4502 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ15Ａ
－15Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ15Ｂコース　10枚 昭和４９年度

4503 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ16Ａ
－16Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ16Ａコース　56枚 昭和４９年度

4503 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ16Ａ
－16Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ16Ａホビａコース　
４枚

昭和４９年度

4503 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ16Ａ
－16Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ16Ａホビｂコース　
６枚

昭和４９年度

4503 4
静岡県中部地区航空写真　Ｃ16Ａ
－16Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ16Ｂコース　10枚 昭和４９年度

4504 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ17Ａ
－17Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ17Ａコース　48枚 昭和４９年度

4504 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ17Ａ
－17Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ17Ａホビａコース　
４枚

昭和４９年度

4504 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ17Ａ
－17Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ17Ａホビｂコース　
４枚

昭和４９年度

4504 4
静岡県中部地区航空写真　Ｃ17Ａ
－17Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ17Ｂコース　24枚 昭和４９年度

4505 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ18Ａ
－18Ｂホビａ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ18Ａコース　50枚 昭和４９年度

4505 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ18Ａ
－18Ｂホビａ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ18Ａホビａコース　
８枚

昭和４９年度

4505 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ18Ａ
－18Ｂホビａ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ18Ｂコース　23枚 昭和４９年度

4505 4
静岡県中部地区航空写真　Ｃ18Ａ
－18Ｂホビａ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ18Ｂホビａコース　
５枚

昭和４９年度

4506 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ19Ａ
－19Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ19Ａコース　50枚 昭和４９年度

4506 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ19Ａ
－19Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ19Ｂコース　９枚 昭和４９年度

4506 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ19Ａ
－19Ｃ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ19Ｃコース　17枚 昭和４９年度

4507 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ20Ａ
－20Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ20Ａコース　48枚 昭和４９年度

4507 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ20Ａ
－20Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ20Ｂコース　23枚 昭和４９年度

4508 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ21Ａ
－21Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ21Ａコース　48枚 昭和４９年度

616 ページ



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

4508 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ21Ａ
－21Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ21Ａホビａコース　
４枚

昭和４９年度

4508 3
静岡県中部地区航空写真　Ｃ21Ａ
－21Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ21Ｂコース　20枚 昭和４９年度

4509 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ22Ａ
－22Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ22Ａコース　49枚 昭和４９年度

4509 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ22Ａ
－22Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ22Ｂコース　15枚 昭和４９年度

4510 1
静岡県中部地区航空写真　Ｃ23Ａ
－23Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ23Ａコース　48枚 昭和４９年度

4510 2
静岡県中部地区航空写真　Ｃ23Ａ
－23Ｂ

静岡県中部地区航空写真　Ｃ23Ｂコース　14枚 昭和４９年度

4511 1
静岡県中部地区航空写真　ＢＣ１
－２

静岡県中部地区航空写真　ＢＣ１コース　11枚 昭和４９年度

4511 2
静岡県中部地区航空写真　ＢＣ１
－２

静岡県中部地区航空写真　ＢＣ２コース　10枚 昭和４９年度

4512 1 46自衛隊災害派遣綴
陸上自衛隊板妻駐とん部隊創立九周年記念知事祝
辞について

昭和４６年度 (起)昭46. 4.27 消防防災課

4512 2 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊および支部総務課長会議資料について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.17 消防防災課

4512 3 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣事務打合会の開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.12
(決)昭46. 4.20
(施)昭46. 4.21

消防防災課

4512 4 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.14
(決)昭46. 6.15
(施)昭46. 6.15

消防防災課

4512 5 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 9 消防防災課

4512 6 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 9 消防防災課

4512 7 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 9 消防防災課

4512 8 46自衛隊災害派遣綴 第１術科学校災害派遣計画の送付について 昭和４６年度 (収)昭46. 7.12
航空自衛隊第１
術科学校教務課
長

4512 9 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 7
(決)昭46. 8. 7

消防防災課

4512 10 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 6
(決)昭46. 8. 6

消防防災課

4512 11 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.31
(決)昭46. 8.31

消防防災課

4512 12 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.27
(決)昭46. 8.27

消防防災課
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4512 13 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.27
(決)昭46. 9.27
(施)昭46. 9.27

消防防災課

4512 14 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1. 6
(決)昭47. 1. 7

消防防災課

4512 15 46自衛隊災害派遣綴 感謝状の贈呈について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.22
(施)昭47. 2.25

消防防災課

4512 16 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.24
(決)昭47. 1.24

消防防災課

4512 17 46自衛隊災害派遣綴 防災ヘリポートの指定更新について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.25
(決)昭47. 1.26
(施)昭47. 1.26

消防防災課

4512 18 46自衛隊災害派遣綴 防災ヘリポートの使用承諾について（送付） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.23
(決)昭47. 3.27
(施)昭47. 3.27

消防防災課

4512 19 46自衛隊災害派遣綴 災害派遣の参考の送付について 昭和４６年度 (収)昭47. 2. 7
航空自衛隊第１
術科学校教務課
長

4512 20 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 3
(決)昭47. 3. 7
(施)昭47. 3. 7

消防防災課

4512 21 46自衛隊災害派遣綴 航空写真撮影の依頼について 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 9 消防防災課

4512 22 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の要請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.14
(決)昭47. 3.14
(施)昭47. 3.14

消防防災課

4512 23 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.14
(決)昭47. 3.14
(施)昭47. 3.14

消防防災課

4512 24 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和４６年度 (起)昭47. 3.23 消防防災課

4512 25 46自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.21
(施)昭47. 3.21

消防防災課

4513 1 47自衛隊災害派遣綴 追悼の辞について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47.11. 7 消防防災課

4513 2 47自衛隊災害派遣綴
陸上自衛隊板妻駐とん地創立10周年記念知事祝辞
について

昭和４７年度 (起)昭47. 5.12 消防防災課

4513 3 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 4.21 消防防災課

4513 4 47自衛隊災害派遣綴 感謝状の贈呈について 昭和４７年度 (起)昭47. 5. 1 消防防災課

4513 5 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭47. 5. 8
(決)昭47. 5. 8
(施)昭47. 5. 8

消防防災課

4513 6 47自衛隊災害派遣綴 ヘリポート指定に伴う実施調査について（依頼） 昭和４７年度
(起)昭47. 5.13
(決)昭47. 5.15
(施)昭47. 5.15

消防防災課

4513 7 47自衛隊災害派遣綴
富士山大沢崩れの航空偵察に伴うとう乗申請につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 5.23
(決)昭47. 5.24
(施)昭47. 5.24

消防防災課
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4513 8 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.  消防防災課

4513 9 47自衛隊災害派遣綴
自衛隊災害派遣幹部および支部総務課長会議資料
について

昭和４７年度 (起)昭47. 6. 9 消防防災課

4513 10 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣事務打合せ会の開催について 昭和４７年度 (起)昭47. 5.21 消防防災課

4513 11 47自衛隊災害派遣綴 ヘリポート指定に伴う調査の結果について 昭和４７年度 (起)昭47. 6.28 消防防災課

4513 12 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 7. 8 消防防災課

4513 13 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.12 消防防災課

4513 14 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.12
(決)昭47. 7.12
(施)昭47. 7.12

消防防災課

4513 15 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.12 消防防災課

4513 16 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.14
(決)昭47. 7.14

消防防災課

4513 17 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.13 消防防災課

4513 18 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.14
(決)昭47. 7.14

消防防災課

4513 19 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.15
(決)昭47. 7.15

消防防災課

4513 20 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.16 消防防災課

4513 21 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.14 消防防災課

4513 22 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.15 消防防災課

4513 23 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.11
(決)昭47. 9.11

消防防災課

4513 24 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭47.10. 9
(決)昭47.10. 9

消防防災課

4513 25 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭47.10. 9
(決)昭47.10. 9

消防防災課

4513 26 47自衛隊災害派遣綴 知事祝辞について 昭和４７年度 (起)昭47.10.31 消防防災課

4513 27 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭47.11.15 消防防災課

4513 28 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭48. 1.16 消防防災課
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4513 29 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.31
(決)昭48. 1.31
(施)昭48. 1.31

消防防災課

4513 30 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭48. 1.  消防防災課

4513 31 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.24
(決)昭48. 3.24
(施)昭48. 3.24

消防防災課

4513 32 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度 (起)昭48. 3.24 消防防災課

4513 33 47自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.24
(決)昭48. 3.24
(施)昭48. 3.24

消防防災課

4513 34 47自衛隊災害派遣綴 都県防災委員等の一部指名変更について（通知） 昭和４７年度 (収)昭47. 4.13
陸上自衛隊東部
方面総監

4513 35 47自衛隊災害派遣綴 都県防災委員等の一部指名変更について（通知） 昭和４７年度 (収)昭47. 8. 7
陸上自衛隊東部
方面総監

4514 1 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.14
(決)昭49. 3.15
(施)昭49. 3.15

消防防災課

4514 2 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.14
(決)昭49. 3.15
(施)昭49. 3.15

消防防災課

4514 3 48自衛隊災害派遣綴
林野火災防御訓練に参加した自衛隊に対する礼状
について　うかがい

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 4
(決)昭49. 3. 5
(施)昭49. 3. 5

消防防災課

4514 4 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 4
(決)昭49. 3. 5
(施)昭49. 3. 5

消防防災課

4514 5 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.19
(決)昭49. 1.19
(施)昭49. 1.19

消防防災課

4514 6 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.19
(決)昭49. 1.19
(施)昭49. 1.19

消防防災課

4514 7 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭48.12.17
(決)昭48.12.17
(施)昭48.12.18

消防防災課

4514 8 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭48.10.15
(決)昭48.10.15
(施)昭48.10.15

消防防災課

4514 9 48自衛隊災害派遣綴 救急患者搬送依頼について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.25
(決)昭48. 9.27
(施)昭48. 9.27

消防防災課

4514 10 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭48. 9. 3
(決)昭48. 9. 3
(施)昭48. 9. 3

消防防災課

4514 11 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.22
(決)昭48. 8.22
(施)昭48. 8.22

消防防災課

4514 12 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 4
(決)昭48. 8. 6
(施)昭48. 8. 6

消防防災課

4514 13 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.31
(決)昭48. 6. 4
(施)昭48. 6. 4

消防防災課

4514 14 48自衛隊災害派遣綴
自衛隊災害派遣幹部および支部総務課長会議資料
について　うかがい

昭和４８年度 (起)昭48. 6. 9 消防防災課
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4514 15 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣事務打合せ会の開催について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.14
(決)昭48. 5.18

消防防災課

4514 16 48自衛隊災害派遣綴
陸上自衛隊板妻駐とん地創立11周年記念知事祝辞
について　うかがい

昭和４８年度 (起)昭48. 5. 4 消防防災課

4514 17 48自衛隊災害派遣綴
陸上自衛隊駒門駐とん地創立13周年記念祝辞につ
いて　うかがい

昭和４８年度 (起)昭48. 4.26 消防防災課

4514 18 48自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.16
(決)昭48. 4.20
(施)昭48. 4.21

消防防災課

4514 19 48自衛隊災害派遣綴
災害現地研究に伴う航空機（ヘリ）の派遣要請に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 6
(決)昭48. 4. 6
(施)昭48. 4. 8

消防防災課

4515 1 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度 (起)昭50. 3. 3 消防防災課

4515 2 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 3
(決)昭50. 3. 3
(施)昭50. 3. 3

消防防災課

4515 3 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49.12.24
(決)昭49.12.25
(施)昭49.12.25

消防防災課

4515 4 49自衛隊災害派遣綴 追悼電報について 昭和４９年度
(起)昭49.10.12
(決)昭49.10.12

消防防災課

4515 5 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49.10. 7
(決)昭49.10. 7
(施)昭49.10. 7

消防防災課

4515 6 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 9
(施)昭49. 7. 9

消防防災課

4515 7 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 8
(施)昭49. 7. 8

消防防災課

4515 8 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 8
(施)昭49. 7. 8

消防防災課

4515 9 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 8
(施)昭49. 7. 8

消防防災課

4515 10 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 8
(施)昭49. 7. 8

消防防災課

4515 11 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 8
(施)昭49. 7. 8

消防防災課

4515 12 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 8
(施)昭49. 7. 8

消防防災課

4515 13 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.12
(施)昭49. 7.12

消防防災課

4515 14 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.17
(施)昭49. 7.17

消防防災課

4515 15 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.11
(施)昭49. 7.11

消防防災課

4515 16 49自衛隊災害派遣綴 知事祝辞について　うかがい 昭和４９年度 (起)昭49. 8. 8 消防防災課
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4515 17 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 4 消防防災課

4515 18 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.23 消防防災課

4515 19 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.23 消防防災課

4515 20 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.23 消防防災課

4515 21 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.23 消防防災課

4515 22 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.23 消防防災課

4515 23 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.24
(決)昭49. 5.25
(施)昭49. 5.25

消防防災課

4515 24 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.24 消防防災課

4515 25 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.24 消防防災課

4515 26 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.24 消防防災課

4515 27 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.24 消防防災課

4515 28 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.23
(施)昭49. 6. 1

消防防災課

4515 29 49自衛隊災害派遣綴
陸上自衛隊板妻駐とん地創立12周年記念知事祝辞
について

昭和４９年度 (起)昭49. 5. 7 消防防災課

4515 30 49自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣事務打合せ会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.24
(決)昭49. 5. 4
(施)昭49. 5. 4

消防防災課

4516 1 50自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.25
(決)昭51. 3.25
(施)昭51. 3.25

消防防災課

4516 2 50自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.21
(決)昭51. 3.21
(施)昭51. 3.21

消防防災課

4516 3 50自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.23
(決)昭51. 1.24
(施)昭51. 1.24

消防防災課

4516 4 50自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.17
(決)昭51. 1.17
(施)昭51. 1.19

消防防災課

4516 5 50自衛隊災害派遣綴
「昭和51年富士教導団訓練始め」のメッセージに
ついて

昭和５０年度 (起)昭51. 1. 8 消防防災課

4516 6 50自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和５０年度
(起)昭50.10.28
(決)昭50.10.29
(施)昭50.10.29

消防防災課

4516 7 50自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣要請について 昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(決)昭50.10.14
(施)昭50.10.14

消防防災課
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4516 8 50自衛隊災害派遣綴 自衛隊撤収要請について 昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(決)昭50.10.14
(施)昭50.10.14

消防防災課

4516 9 50自衛隊災害派遣綴 清水町防災訓練の応援・協力について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50. 6.11
(決)昭50. 6.11
(施)昭50. 6.12

消防防災課

4516 10 50自衛隊災害派遣綴
陸上自衛隊板妻駐とん地創立13周年記念式典への
知事の祝辞について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.23
(決)昭50. 5.26

消防防災課

4516 11 50自衛隊災害派遣綴
陸上自衛隊練馬駐屯地創立24周年記念知事祝電に
ついて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.20
(決)昭50. 5.22
(施)昭50. 5.23

消防防災課

4516 12 50自衛隊災害派遣綴 自衛隊災害派遣事務打合せ会の開催について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 6
(決)昭50. 5. 8
(施)昭50. 5. 8

消防防災課

4517 1
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

消防施設地域別整備計画

4517 2
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

署所・人員および庁舎等に関する調集計表

4517 3
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

市町村別消防力の基準と現有消防力調

4517 4
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

市町村別消防施設整備計画

4517 5
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

消防施設年次別整備計画集計表

4517 6
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

消防施設整備計画に関する実態調査について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 4
(決)昭46. 8. 9
(施)昭46. 8. 9

消防防災課

4517 7
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

消防施設整備計画に関する実態調査の説明会開催
について（通知）

昭和４６年度
(起)昭46. 7.29
(決)昭46. 7.30
(施)昭46. 7.30

消防防災課

4517 8
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

消防施設整備計画に関する実態調査表の提出につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 9.18
(決)昭46. 9.18
(施)昭46. 9.18

消防防災課

4517 9
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

消防施設整備計画に関する実態調査表の提出につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46.11.10
(決)昭46.11.10
(施)昭46.11.10

消防防災課

4517 10
消防施設整備計画実態調査表（そ
の１）

消防施設整備計画に関する実態調査表の提出につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46.12. 9
(決)昭46.12. 9
(施)昭46.12. 9

消防防災課

4518 1
消防施設整備計画実態調査表（そ
の２）

市町村別消防施設整備計画 昭和４６年度

4518 2
消防施設整備計画実態調査表（そ
の２）

市町村別消防力の基準と現有消防力調 昭和４６年度

4518 3
消防施設整備計画実態調査表（そ
の２）

地域別消防力の基準と現有消防力調 昭和４６年度

4519 1
消防施設整備計画実態調査表（そ
の３）

消防施設年次別整備計画集計表 昭和４６年度

4520 1 消防施設整備台帳 消防施設整備台帳について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.18
(決)昭51. 3.18
(施)昭51. 3.26

消防防災課

4521 1 組合消防の財政状況について 組合消防の財政状況について（報告） 昭和５０年度
(起)昭50.10. 4
(決)昭50.10. 7
(施)昭50.10. 7

消防防災課
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4522 1 48春秋叙勲関係綴
昭和48年秋の叙勲受章者の勲章伝達および拝謁に
ついて

昭和４８年度 (収)昭48.10.12
厚生省大臣官房
人事課長

4522 2 48春秋叙勲関係綴 昭和48年秋の叙勲候補者推せん書類提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 6.23 社会課

4522 3 48春秋叙勲関係綴 昭和48年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.11
(施)昭48. 6.11

社会課

4522 4 48春秋叙勲関係綴 故（個人名）氏告別式における弔辞について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.23 社会課

4522 5 48春秋叙勲関係綴 昭和48年春の叙勲について 昭和４８年度 (収)昭48. 5. 1 企画調整部長

4522 6 48春秋叙勲関係綴 弔電の施行について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.26
(決)昭48. 4.26
(施)昭48. 4.26

社会課

4522 7 48春秋叙勲関係綴
故（個人名）民生児童委員追叙位勲上申書の進達
について

昭和４８年度 (起)昭48. 4.23 社会課

4522 8 48春秋叙勲関係綴
昭和48年春の叙勲受章者の勲章伝達および拝謁に
ついて

昭和４８年度 (収)昭48. 4.12
厚生省大臣官房
人事課長

4522 9 48春秋叙勲関係綴 復命書（春の叙勲候補ヒアリング） 昭和４７年度 (起)昭47.12.23 社会課

4522 10 48春秋叙勲関係綴 48年度春の叙勲候補者具申書類の提出について 昭和４７年度
(起)昭47.12.19
(決)昭47.12.21
(施)昭47.12.21

社会課

4522 11 48春秋叙勲関係綴
昭和48年春の叙勲候補者の推せんについて（回
答）

昭和４７年度
(起)昭47.11.24
(決)昭47.11.27
(施)昭47.11.27

社会課

4523 1 49春秋叙勲関係綴 昭和49年秋の叙勲について 昭和４９年度 (収)昭49.10.29 企画調整部長

4523 2 49春秋叙勲関係綴
昭和49年秋の叙勲受章者の勲章伝達および拝謁に
ついて

昭和４９年度 (収)昭49.10. 9
厚生省大臣官房
人事課長

4523 3 49春秋叙勲関係綴 復命書（昭和49年秋の叙勲候補者ヒアリング） 昭和４９年度 (起)昭49. 6.15 社会課

4523 4 49春秋叙勲関係綴
昭和49年秋の叙勲候補者推せん書類の提出につい
て

昭和４９年度 (起)昭49. 6.10 社会課

4523 5 49春秋叙勲関係綴 昭和49年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 8
(施)昭49. 5.10

社会課

4523 6 49春秋叙勲関係綴 昭和49年春の叙勲について 昭和４９年度 (収)昭49. 5. 1 企画調整部長

4523 7 49春秋叙勲関係綴 昭和49年春の叙勲伝達式等について（福祉関係） 昭和４９年度
(起)昭49. 4.10
(決)昭49. 4.13
(施)昭49. 4.13

社会課

4523 8 49春秋叙勲関係綴 復命書（昭和49年春の叙勲候補者ヒヤリング） 昭和４８年度 (起)昭48.11. 8 社会課

4523 9 49春秋叙勲関係綴 昭和49年春の叙勲候補者推せん書類提出について 昭和４８年度 (起)昭48.11.28 社会課

4523 10 49春秋叙勲関係綴 昭和49年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48.11.13
(施)昭48.11.15

社会課
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4524 1 50春の叙勲関係綴 昭和50年春の叙勲について 昭和５０年度 (収)昭50. 4.28 生活環境部長

4524 2 50春の叙勲関係綴 昭和50年春の叙勲について 昭和５０年度 (収)昭50. 4.22 厚生事務次官

4524 3 50春の叙勲関係綴 50春叙勲候補者書類の追送について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.21 社会課

4524 4 50春の叙勲関係綴 復命書（50年春の叙勲候補者ヒヤリング） 昭和４９年度 (起)昭49.12. 4 社会課

4524 5 50春の叙勲関係綴
昭和50年春の叙勲候補者推せん書類の提出につい
て

昭和４９年度
(起)昭49.11.29
(決)昭49.11.30
(施)昭49.11.30

社会課

4524 6 50春の叙勲関係綴 昭和50年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和４９年度 (起)昭49.11. 9 社会課

4524 7 50春の叙勲関係綴
昭和50年春の叙勲候補者の推せんについて（通
知）

昭和４９年度 (収)昭49.10.16 厚生事務次官

4525 1 褒章関係綴 褒章条例による褒章の下賜について 昭和４９年度 (収)昭49.10.24 厚生事務次官

4525 2 褒章関係綴
昭和49年褒章条例による褒章受章候補者推せん書
類の提出について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.20
(決)昭49. 6.20
(施)昭49. 6.20

社会課

4525 3 褒章関係綴 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 3 社会課

4525 4 褒章関係綴 褒章条例による褒章の下賜について 昭和４８年度 (収)昭48.11. 1 厚生事務次官

4525 5 褒章関係綴
褒章条例による褒章受章候補者推せん書類の提出
について

昭和４８年度 (起)昭48. 6.18 社会課

4525 6 褒章関係綴 褒章条例による褒章受章候補者の推せんについて 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 7
(決)昭48. 6. 7
(施)昭48. 6. 7

社会課

4526 1 48知事表彰関係綴 昭和48年度知事表彰候補者の調査について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.11
(施)昭48. 9.11

社会課

4527 1 49知事表彰関係綴 知事表彰名簿 昭和４９年度

4527 2 49知事表彰関係綴 知事表彰について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49.10.19 企画調整部長

4527 3 49知事表彰関係綴
昭和49年度知事表彰候補者の調査について（報
告）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.21
(決)昭49. 8.24
(施)昭49. 8.24

社会課

4527 4 49知事表彰関係綴 昭和49年度知事表彰候補者の推せんについて 昭和４９年度
(起)昭49. 6.19
(決)昭49. 6.21
(施)昭49. 6.21

4528 1 48県総合防災訓練（天竜川） 総合防災訓練のしおり 昭和４８年度

4528 2 48県総合防災訓練（天竜川） 静岡県総合防災訓練実施要網 昭和４８年度 (施)昭48. 8.29

4528 3 48県総合防災訓練（天竜川）
昭和46年度総合防災訓練の参加協力機関に対する
礼状について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 9. 9 消防防災課
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4528 4 48県総合防災訓練（天竜川）
昭和48年度総合防災訓練参加機関に対する礼状に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 8.30
(決)昭48. 9. 3
(施)昭48. 9. 5

消防防災課

4528 5 48県総合防災訓練（天竜川） 昭和48年度総合防災訓練の実施について 昭和４８年度 (起)昭48. 8.16 消防防災課

4528 6 48県総合防災訓練（天竜川）
昭和48年度総合防災訓練の実施に伴う米穀類臨時
購入切符の交付について（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 7
(施)昭48. 8. 9

消防防災課

4528 7 48県総合防災訓練（天竜川） 県総合防災訓練実施に伴う同意願いについて 昭和４８年度
(起)昭48. 8.  
(施)昭48. 8. 6

消防防災課

4528 8 48県総合防災訓練（天竜川） 昭和48年度総合防災訓練の実施について 昭和４８年度 (起)昭48. 7.30 消防防災課

4528 9 48県総合防災訓練（天竜川） 静岡県総合防災訓練第３回打合せについて 昭和４８年度 (起)昭48. 8. 2 消防防災課

4528 10 48県総合防災訓練（天竜川）
昭和48年度総合防災訓練における協力方について
（依頼）

昭和４８年度 (起)昭48. 7.17 消防防災課

4528 11 48県総合防災訓練（天竜川） 総合防災訓練における記念通話について（依頼） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.20 消防防災課

4528 12 48県総合防災訓練（天竜川） 総合防災訓練の案内状の印刷について 昭和４８年度 (起)昭48. 7.30 消防防災課

4528 13 48県総合防災訓練（天竜川） 河川敷地一時使用申請書について 昭和４８年度 (起)昭48. 6.25 消防防災課

4528 14 48県総合防災訓練（天竜川） 静岡県総合防災訓練第２回打合せについて 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 4
(決)昭48. 7. 5
(施)昭48. 7. 6

消防防災課

4528 15 48県総合防災訓練（天竜川） 総合防災訓練第１回打合せ会資料について 昭和４８年度 (起)昭48. 6. 4 消防防災課

4528 16 48県総合防災訓練（天竜川） 昭和48年度静岡県総合防災訓練の打合せについて 昭和４８年度 (起)昭48. 5.23 消防防災課

4529 1 46年台風23号関係 台風23号による災害報告について 昭和４６年度 (起)昭46. 9. 2 消防防災課

4529 2 46年台風23号関係 23号台風に関する報告（速報） 昭和４６年度 (収)昭46. 9.  
中部地方建設局
災害対策本部室

4529 3 46年台風23号関係
昭和46年８月29日九州南部に上陸した台風23号に
関する異常気象速報

昭和４６年度 (収)昭46. 9. 3 静岡地方気象台

4529 4 46年台風23号関係 異常気象調査報告 昭和４６年度 (収)昭46. 9.  東京管区気象台

4530 1 46年災害関係 昭和46年　災害関係 昭和４６年度 消防防災課

4530 2 46年災害関係 台風13号の接近に伴う防災体制の強化について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 7 消防防災課

4530 3 46年災害関係
昭和46年９月に於ける本州南岸～九州沿岸での異
常潮調査報告

昭和４６年度 (収)昭46.11. 6
気象庁海洋気象
部

4531 1 47年災害関係 昭和47年　災害関係 昭和４７年度 消防防災課
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4531 2 47年災害関係 なだれ災害発生状況の照会（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 5
(決)昭47. 7. 5
(施)昭47. 7. 5

消防防災課

4532 1 47年７月集中豪雨
昭和47年７月12日～13日梅雨前線による被害概況
（最終）

昭和４７年度 消防防災課

4532 2 47年７月集中豪雨
昭和47年７月11日から12日の大雨に関する異常気
象速報

昭和４７年度 (収)昭47. 7.17 静岡地方気象台

4532 3 47年７月集中豪雨 災害対策本部の設置について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.12 消防防災課

4532 4 47年７月集中豪雨 災害対策本部の閉鎖について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.13 消防防災課

4533 1 47年台風６号
昭和47年７月15日20時ごろ知多半島に上陸した台
風６号に関する異常気象速報

昭和４７年度 (収)昭47. 7.21 静岡地方気象台

4533 2 47年台風６号 昭和47年台風６号による風水害の概況 昭和４７年度

4533 3 47年台風６号 台風６号に対する概況等 昭和４７年度 消防防災課

4533 4 47年台風６号 災害対策本部の設置について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.15 消防防災課

4533 5 47年台風６号 災害対策本部の閉鎖について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.19 消防防災課

4534 1 47年台風20号
昭和47年９月14日から17日までの低気圧、前線
（豪雨）および台風20号（暴風雨）に関する異常
気象速報

昭和４７年度 (収)昭47. 9.22 静岡地方気象台

4534 2 47年台風20号 災害対策本部の閉鎖について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.18 消防防災課

4534 3 47年台風20号 災害対策本部の設置について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.16 消防防災課

4535 1 48年災害関係 昭和48年　災害関係 昭和４８年度 消防防災課

4536 1 50年災害関係
昭和50年10月７日～８日の低気圧と前線による大
雨に関する異常気象速報

昭和５０年度 (収)昭50.10.03 静岡地方気象台

4536 2 50年災害関係 集中豪雨記録 昭和５０年度 南伊豆町

4536 3 50年災害関係 10月８日集中豪雨被害報告書の送付について 昭和５０年度 (収)昭50.10.21 下田市長

4536 4 50年災害関係 陳情書 昭和５０年度 (収)昭50.10.27 土肥町長

4536 5 50年災害関係 昭和50年10月８日集中豪雨による災害状況調書 昭和５０年度 河津町

4536 6 50年災害関係
自由民主党災害対策特別委員長に対する要望書の
提出について

昭和５０年度 (起)昭50.10.15 消防防災課
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4536 7 50年災害関係
昭和50年10月７日から８日の低気圧と前線による
大雨災害の概要

昭和５０年度

4536 8 50年災害関係
昭和50年10月７日から８日の低気圧と前線による
大雨災害被害状況

昭和５０年度 磐田市

4536 9 50年災害関係 昭和50年10月５日台風13号関係資料 昭和５０年度

4536 10 50年災害関係 台風６号関係資料 昭和５０年度

4537 1 47知事表彰関係 知事表彰について（通知） 昭和４７年度
(起)昭47.10.23
(決)昭47.10.25

医務課

4537 2 47知事表彰関係 知事表彰候補者の調査について（回答） 昭和４７年度 (起)昭47. 9.16 医務課

4537 3 47知事表彰関係 永年勤続職員表彰式の施行について 昭和４７年度
(起)昭47.10.12
(決)昭47.10.13

医務課

4537 4 47知事表彰関係 永年勤続表彰について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.18
(決)昭47. 9.19
(施)昭47. 9.20

医務課

4537 5 47知事表彰関係
永年勤続（25年以上）職員の表彰式出欠報告書の
提出について

昭和４７年度 (起)昭47. 9.  医務課

4537 6 47知事表彰関係
永年勤続（25年以上）職員被表彰者の決定につい
て

昭和４７年度 (起)昭47. 8.31 医務課

4537 7 47知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.19 医務課

4537 8 47知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４７年度
(起)昭47. 8. 8
(決)昭47. 8. 8
(施)昭47. 8. 9

医務課

4537 9 47知事表彰関係 昭和47年度静岡県知事表彰の実施について 昭和４７年度
(起)昭47. 8. 1
(決)昭47. 8. 1
(施)昭47. 8. 3

医務課

4537 10 47知事表彰関係
勧しょう対象者の退職予定日における永年勤続表
彰について（報告）

昭和４７年度 (起)昭47. 4.18 医務課

4538 1 48知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員表彰者の決定について 昭和４８年度
(起)昭48.10.16
(決)昭48.10.20
(施)昭48.10.26

医務課

4538 2 48知事表彰関係 静岡県知事表彰候補者の調査について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.11
(施)昭48. 9.11

医務課

4538 3 48知事表彰関係 昭和48年度静岡県知事表彰の実施について 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 6
(決)昭48. 8. 8
(施)昭48. 8.10

医務課

4538 4 48知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.11
(決)昭48. 8.11
(施)昭48. 8.11

医務課

4538 5 48知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.25
(決)昭48. 7.27
(施)昭48. 7.27

医務課

4538 6 48知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の表彰について 昭和４８年度 (起)昭48.10.18 医務課

4539 1 49知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 8.14 医務課

628 ページ



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

4539 2 49知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の調査について 昭和４９年度 (起)昭49. 8. 1 医務課

4539 3 49知事表彰関係 知事表彰候補者の調査について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49. 8.20
(決)昭49. 8.21
(施)昭49. 8.21

医務課

4539 4 49知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員表彰者の決定について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.18
(決)昭49. 9.18
(施)昭49. 9.18

医務課

4539 5 49知事表彰関係 永年勤続職員表彰式の案内について 昭和４９年度
(起)昭49.10.19
(決)昭49.10.21
(施)昭49.10.21

医務課

4540 1 50知事表彰関係 永年勤続（25年以上）職員の調査について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.18 医務課

4540 2 50知事表彰関係 永年勤続職員の調査について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.30 医務課

4540 3 50知事表彰関係
永年勤続被表彰者の表彰式への出欠席について
（報告）

昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(決)昭50.10.15

医務課

4540 4 50知事表彰関係 永年勤続被表彰者の決定について（通知） 昭和５０年度 (起)昭50.10.15 医務課

4540 5 50知事表彰関係 知事表彰候補者に関する調査について（回答） 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 2 医務課

4541 1 表彰関係綴 公衆衛生事業功労者の推薦について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.10
(決)昭51. 3.12
(施)昭51. 3.12

医務課

4541 2 表彰関係綴 公衆衛生事業功労者の推薦について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 6
(決)昭51. 2. 9
(施)昭51. 2.10

医務課

4541 3 表彰関係綴 静岡新聞社衛生賞の候補者の推薦について 昭和５０年度
(起)昭50.10.28
(決)昭50.10.29
(施)昭50.10.30

医務課

4541 4 表彰関係綴 医学研究助成金候補者の推薦について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.21
(決)昭50. 8.25
(施)昭50. 8.26

医務課

4541 5 表彰関係綴 医学研究助成金候補者の推薦について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50. 6.30
(決)昭50. 6.30
(施)昭50. 6.30

医務課

4541 6 表彰関係綴
「テレビ静岡社会功労賞」受賞候補者の推薦につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 9.11
(決)昭50. 9.12
(施)昭50. 9.13

医務課

4541 7 表彰関係綴
「テレビ静岡社会功労賞」受賞候補者の推薦につ
いて（依頼）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.28
(決)昭50. 7.29
(施)昭50. 7.29

医務課

4541 8 表彰関係綴
昭和50年度（第23回）中日社会功労賞候補者の推
薦について

昭和５０年度 (起)昭50. 6.19 医務課

4541 9 表彰関係綴
鍼灸功労者の厚生大臣表彰受賞候補者の推薦につ
いて

昭和４９年度
(起)昭50. 3.18
(決)昭50. 3.18
(施)昭50. 3.18

医務課

4541 10 表彰関係綴 公衆衛生事業功労者の表彰について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.31
(決)昭50. 3.31
(施)昭50. 3.31

医務課

4541 11 表彰関係綴 静岡新聞衛生賞の候補者の推薦について 昭和４９年度
(起)昭49.10.31
(決)昭49.11. 7
(施)昭49.11. 7

医務課

4541 12 表彰関係綴
「テレビ静岡社会功労賞」受賞候補者の推薦につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 9
(決)昭49. 9. 9
(施)昭49. 9. 9

医務課
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4541 13 表彰関係綴
「テレビ静岡社会功労賞」受賞候補者の推薦につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 8.19
(決)昭49. 8.30
(施)昭49. 8.30

医務課

4541 14 表彰関係綴
第22回「中日社会功労賞」受賞候補者の推薦につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 6.19
(決)昭49. 6.22
(施)昭49. 6.22

医務課

4541 15 表彰関係綴 社会貢献者（一般社会功労者）の推薦について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.26
(決)昭49. 4.30
(施)昭49. 4.30

医務課

4541 16 表彰関係綴 社会貢献者（一般社会功労者）の推薦について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.25
(決)昭49. 2.26
(施)昭49. 2.27

医務課

4541 17 表彰関係綴 公衆衛生事業功労者の推薦について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.28
(決)昭49. 3. 4
(施)昭49. 3. 5

医務課

4541 18 表彰関係綴
「テレビ静岡社会功労賞」受賞候補者の推薦につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 9.20
(決)昭48. 9.20
(施)昭48. 9.20

医務課

4541 19 表彰関係綴
「テレビ静岡社会功労賞」受賞候補者の推薦につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 8.24
(決)昭48. 8.25
(施)昭48. 8.25

医務課

4541 20 表彰関係綴 公衆衛生事業功労者の表彰について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.15
(施)昭48. 5.15

医務課

4541 21 表彰関係綴 社会貢献者（一般社会功労者）の推薦について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.30
(決)昭48. 5.31
(施)昭48. 5.31

医務課

4541 22 表彰関係綴
社会貢献者（一般社会功労者）の推薦について
（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 4
(決)昭48. 5. 7
(施)昭48. 5. 7

医務課

4541 23 表彰関係綴
職域における創意工夫功労者の推薦について（伺
い）

昭和４７年度 (起)昭47.10.18 医務課

4541 24 表彰関係綴 社会貢献者（一般社会功労者）の推薦について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.22
(決)昭47. 7.27
(施)昭47. 7.27

医務課

4541 25 表彰関係綴 社会的貢献者（一般社会功労者）の推薦について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.29
(決)昭47. 5.30
(施)昭47. 5.30

医務課

4541 26 表彰関係綴
第20回「中日社会功労賞」受賞候補者の推薦につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 8
(決)昭47. 7.10
(施)昭47. 7.10

医務課

4541 27 表彰関係綴 公衆衛生事業功労者の表彰について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.11
(施)昭47. 4.18

医務課

4542 1
コンビナート泡消火薬剤貯蔵タン
ク関係工事

泡消火剤貯蔵設備工事に伴なう業者の指名につい
て（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.12.19
(決)昭48.12.19
(施)昭48.12.19

消防防災課

4543 1
石油コンビナート法令関係　No.
１

石油コンビナート等災害防止法に基づく防災資機
材等に係る代替措置としての液面下放射方式固定
放射設備の設置について（通知）

昭和５３年度 (起)昭53.12. 1 消防防災課

4543 2
石油コンビナート法令関係　No.
１

流出油等防止堤の設置等に関する運用指針の一部
改正について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(施)昭53.11. 7

消防防災課

4543 3
石油コンビナート法令関係　No.
１

石油コンビナート等災害防止法に基づく油回収船
の備付けについて（通知）

昭和５３年度 (起)昭53. 9. 5 消防防災課

4543 4
石油コンビナート法令関係　No.
１

石油コンビナート等災害防止法に基づく防災資機
材等に係る代替措置について（通知）

昭和５３年度 (起)昭53. 8. 3 消防防災課
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4543 5
石油コンビナート法令関係　No.
１

石油コンビナート等特別防災区域における流出油
災害の防除について（通知）

昭和５３年度 (起)昭53. 7.25 消防防災課

4543 6
石油コンビナート法令関係　No.
１

流出油等防止堤の設置等について（通知） 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 7
(施)昭53. 6. 8

消防防災課

4543 7
石油コンビナート法令関係　No.
１

石油コンビナート等における特定防災施設等及び
防災組織等に関する省令の運用に係る資料の送付
について

昭和５２年度 (起)昭53. 3.13 消防防災課

4543 8
石油コンビナート法令関係　No.
１

供覧 昭和５２年度 (起)昭52.11.26 消防防災課

4543 9
石油コンビナート法令関係　No.
１

流出油等防止堤の設置に関する運用指針について 昭和５２年度
(起)昭52.11. 5
(決)昭52.11. 8
(施)昭52.11. 9

消防防災課

4543 10
石油コンビナート法令関係　No.
１

消火用屋外給水施設の設置に関する運用指針につ
いて（通知）

昭和５２年度
(起)昭52.10.14
(決)昭52.10.18

消防防災課

4543 11
石油コンビナート法令関係　No.
１

石油コンビナート等災害防止法の運用について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 7.29

消防防災課

4543 12
石油コンビナート法令関係　No.
１

大型高所放水車等による屋外貯蔵タンクの警防戦
術の送付について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.13
(決)昭52. 4.15

消防防災課

4543 13
石油コンビナート法令関係　No.
１

石油コンビナート等における災害防止について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 3
(決)昭51. 2. 4
(施)昭51. 2. 5

消防防災課

4543 14
石油コンビナート法令関係　No.
１

石油コンビナート地帯における航空機事故による
産業災害の防止について

昭和４９年度
(起)昭49.11.26
(決)昭49.11.28
(施)昭49.11.28

消防防災課

4544 1 清水港流出油対策協議会 清水港流出油対策協議会について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.30
(決)昭50. 8. 1

消防防災課

4544 2 清水港流出油対策協議会 油流出等による災害の応急対策の打合せについて 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 3
(決)昭50. 3. 3
(施)昭50. 3. 3

消防防災課

4544 3 清水港流出油対策協議会
流出油災害対策協議会の設置に対する協力につい
て（通知）

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 7
(決)昭49. 1. 8
(施)昭49. 1. 9

消防防災課

4545 1 ひしだい製茶株式会社火災 防火対象物予防査察の結果について 昭和３８年度 (起)昭38.11.16 消防防災課

4545 2 ひしだい製茶株式会社火災 防火管理者の指導及び予防査察について 昭和３９年度 (起)昭39.10.14 消防防災課

4545 3 ひしだい製茶株式会社火災 予防査察結果について 昭和３９年度 (起)昭39.11.13 消防防災課

4545 4 ひしだい製茶株式会社火災 工場、作業場予防査察結果について 昭和４１年度 (起)昭41. 8.26 消防防災課

4545 5 ひしだい製茶株式会社火災 防火対象物立入検査について 昭和４２年度 (起)昭42.10.22 消防防災課

4545 6 ひしだい製茶株式会社火災 防火対象物立入検査について 昭和４２年度 (起)昭42. 7.29 消防防災課

4545 7 ひしだい製茶株式会社火災 立入検査の結果報告について 昭和４３年度
(起)昭43.10.11
(決)昭43.10.11

消防防災課
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4545 8 ひしだい製茶株式会社火災
工場、作業場査察結果通知書の送付について（伺
い）

昭和４８年度 (起)昭48. 8.10 消防防災課

4545 9 ひしだい製茶株式会社火災 防火管理者事務打合せ会開催について 昭和３８年度
(起)昭38.11.22
(決)昭38.11.22
(施)昭38.11.22

消防防災課

4545 10 ひしだい製茶株式会社火災 防火管理者講習会の開催について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.10 消防防災課

4546 1 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給金交付要
綱の一部改正について

昭和６２年度
(起)昭63. 1.29
(決)昭63. 1.29
(施)昭63. 1.29

住宅課

4546 2 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給事業の適
切な実施について

昭和６２年度
(起)昭62.12. 1
(決)昭62.12. 6
(施)昭62.12. 6

住宅課

4546 3 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置
法施行令の一部改正等について

昭和６２年度
(起)昭62. 8.20
(決)昭62. 8.26
(施)昭62. 8.26

住宅課

4546 4 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置
法に基づく利子補給率の決定について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.28
(決)昭61. 7. 1
(施)昭61. 7. 1

住宅課

4546 5 農住利子補給例規通達綴
昭和61年度農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補
給事業に係る標準建設費について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.28
(決)昭61. 7. 1
(施)昭61. 7. 1

住宅課

4546 6 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置
法施行令の一部改正等について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.28
(決)昭61. 7. 1
(施)昭61. 7. 1

住宅課

4546 7 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給金交付要
綱の一部改正について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 9
(施)昭60. 5. 9

住宅課

4546 8 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給事業の執
行について

昭和６０年度 (起)昭60. 5. 1 住宅課

4546 9 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置
法の一部を改正する法律の施行について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 8
(施)昭60. 5. 8

住宅課

4546 10 農住利子補給例規通達綴
昭和60年度農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補
給事業に係る標準建設費について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.20
(決)昭60. 4.26
(施)昭60. 4.26

住宅課

4546 11 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置
法に基づく利子補給率の決定について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 8
(施)昭60. 5. 8

住宅課

4546 12 農住利子補給例規通達綴
昭和59年度農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補
給事業に係る標準建設費について（通知）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.17
(決)昭59. 4.19
(施)昭59. 4.19

住宅企画課

4546 13 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給金交付要
綱の一部改正について（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.17
(決)昭59. 2.17
(施)昭59. 2.17

住宅企画課

4546 14 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置
法に基づく利子補給率の決定について（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.17
(決)昭59. 2.17
(施)昭59. 2.17

住宅企画課

4546 15 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置
法の一部を改正する法律の施行について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.23
(施)昭57. 6.24

住宅企画課

4546 16 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給金交付要
綱の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52.12. 8
(決)昭52.12. 8

住宅企画課

4546 17 農住利子補給例規通達綴
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給金交付要
綱の制定について

昭和４６年度 (起)昭47. 3. 8 住宅課

4547 1 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第１回定例会議会議録（昭和47
年１月19日）

昭和４６年度
教育委員会企画
調査課
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4547 2 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第１回臨時会議会議録（昭和47
年１月28日）

昭和４６年度
教育委員会企画
調査課

4547 3 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第２回臨時会議会議録（昭和47
年２月３日）

昭和４６年度
教育委員会企画
調査課

4547 4 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第２回定例会議会議録（昭和47
年２月17日）

昭和４６年度
教育委員会企画
調査課

4547 5 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第３回定例会議会議録（昭和47
年３月14日）

昭和４６年度
教育委員会企画
調査課

4547 6 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第３回臨時会議会議録（昭和47
年３月23日）

昭和４６年度
教育委員会企画
調査課

4547 7 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第４回臨時会議会議録（昭和47
年３月31日）

昭和４６年度
教育委員会企画
調査課

4547 8 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第５回臨時会議会議録（昭和47
年４月11日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 9 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第４回定例会議会議録（昭和47
年４月20日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 10 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第５回定例会議会議録（昭和47
年５月17日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 11 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第６回定例会議会議録（昭和47
年６月21日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 12 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第７回臨時会議会議録（昭和47
年７月10日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 13 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第７回定例会議会議録（昭和47
年７月10日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 14 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第８回定例会議会議録（昭和47
年８月28日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 15 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第９回定例会議会議録（昭和47
年９月20日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 16 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第８回臨時会議会議録（昭和47
年９月30日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 17 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第９回臨時会議会議録（昭和47
年10月９日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 18 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第10回定例会議会議録（昭和47
年10月19日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 19 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第11回定例会議会議録（昭和47
年11月20日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 20 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第10回臨時会議会議録（昭和47
年12月６日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4547 21 47静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第12回定例会議会議録（昭和47
年12月22日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4548 1 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第１回定例会議会議録（昭和48
年１月17日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課
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4548 2 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第２回定例会議会議録（昭和48
年２月15日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4548 3 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第１回臨時会議会議録（昭和48
年３月12日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4548 4 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第３回定例会議会議録（昭和48
年３月16日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4548 5 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第２回臨時会議会議録（昭和48
年３月24日）

昭和４７年度
教育委員会企画
調査課

4548 6 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第４回定例会議会議録（昭和48
年４月16日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 7 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第５回定例会議会議録（昭和48
年５月16日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 8 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第６回定例会議会議録（昭和48
年６月18日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 9 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第３回臨時会議会議録（昭和48
年６月30日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 10 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第７回定例会議会議録（昭和48
年７月16日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 11 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第８回定例会議会議録（昭和48
年８月27日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 12 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第９回定例会議会議録（昭和48
年９月20日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 13 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第４回臨時会議会議録（昭和48
年10月１日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 14 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第10回定例会議会議録（昭和48
年10月16日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 15 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第11回定例会議会議録（昭和48
年10月13日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 16 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第５回定例会議会議録（昭和48
年11月22日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 17 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第６回臨時会議会議録（昭和48
年11月27日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 18 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第７回臨時会議会議録（昭和48
年12月17日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4548 19 48静岡県教育委員会会議録
静岡県教育委員会第12回定例会議会議録（昭和48
年12月20日）

昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4549 1 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 3
(決)昭48. 4. 5
(施)昭48. 4. 5

教育委員会企画
調査課

4549 2 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第４回定例会日程 昭和４８年度
(起)昭48. 4.14
(決)昭48. 4.16

教育委員会企画
調査課

4549 3 48教育委員会会議録
静岡県教育委員会表彰規定の一部改正等について
（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.11
(決)昭48. 4.14
(施)昭48. 4.14

教育委員会企画
調査課
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4549 4 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5. 8
(施)昭48. 5. 8

教育委員会企画
調査課

4549 5 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第５回定例会日程 昭和４８年度
(起)昭48. 5.14
(決)昭48. 5.15

教育委員会企画
調査課

4549 6 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 4
(決)昭48. 6. 7
(施)昭48. 6. 7

教育委員会企画
調査課

4549 7 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第６回定例会日程 昭和４８年度
(起)昭48. 6.14
(決)昭48. 6.16

教育委員会企画
調査課

4549 8 48教育委員会会議録 教育委員会臨時会（急施）の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.28
(決)昭48. 6.28
(施)昭48. 6.28

教育委員会企画
調査課

4549 9 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第３回臨時会日程 昭和４８年度
(起)昭48. 6.29
(決)昭48. 6.29

教育委員会企画
調査課

4549 10 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.25
(決)昭48. 6.26
(施)昭48. 6.27

教育委員会企画
調査課

4549 11 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の日程等の変更について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.10
(決)昭48. 7.10
(施)昭48. 7.10

教育委員会企画
調査課

4549 12 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第７回定例会日程 昭和４８年度 (起)昭48. 7. 9
教育委員会企画
調査課

4549 13 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.13
(決)昭48. 8.13
(施)昭48. 8.13

教育委員会企画
調査課

4549 14 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第８回定例会日程 昭和４８年度
(起)昭48. 8.25
(決)昭48. 8.25

教育委員会企画
調査課

4549 15 48教育委員会会議録 教育委員教育事情視察（案） 昭和４８年度
教育委員会企画
調査課

4549 16 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.10
(施)昭48. 9.10

教育委員会企画
調査課

4549 17 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第９回定例会日程 昭和４８年度
(起)昭48. 9.18
(決)昭48. 9.19

教育委員会企画
調査課

4549 18 48教育委員会会議録 教育委員会臨時会（急施）の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.29
(決)昭48. 9.29
(施)昭48. 9.29

教育委員会企画
調査課

4549 19 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第４回臨時会日程 昭和４８年度
(起)昭48. 9.29
(決)昭48. 9.29

教育委員会企画
調査課

4549 20 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.20
(決)昭48. 9.22
(施)昭48. 9.28

教育委員会企画
調査課

4549 21 48教育委員会会議録 教育委員の県内教育事情視察について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.19
(施)昭48.10. 1

教育委員会企画
調査課

4549 22 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第10回定例会日程 昭和４８年度 (起)昭48.10.15
教育委員会企画
調査課

4549 23 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48.11. 1
(決)昭48.11. 2
(施)昭48.11. 2

教育委員会企画
調査課

4549 24 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第11回定例会日程 昭和４８年度 (起)昭48.11.12
教育委員会企画
調査課
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4549 25 48教育委員会会議録 教育委員会臨時会（急施）の招集について 昭和４８年度
(起)昭48.11.20
(決)昭48.11.20
(施)昭48.11.20

教育委員会企画
調査課

4549 26 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第５回臨時会日程 昭和４８年度
(起)昭48.11.21
(決)昭48.11.21

教育委員会企画
調査課

4549 27 48教育委員会会議録 教育委員会臨時会（急施）の招集について 昭和４８年度
(起)昭48.11.24
(決)昭48.11.24
(施)昭48.11.24

教育委員会企画
調査課

4549 28 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第６回臨時会日程 昭和４８年度
(起)昭48.11.26
(決)昭48.11.26

教育委員会企画
調査課

4549 29 48教育委員会会議録 教育委員会臨時会（急施）の招集について 昭和４８年度
(起)昭48.12.13
(決)昭48.12.13
(施)昭48.12.13

教育委員会企画
調査課

4549 30 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第７回臨時会日程 昭和４８年度
(起)昭48.12.17
(決)昭48.12.17
(施)昭48.12.17

教育委員会企画
調査課

4549 31 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の招集について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 1
(決)昭48.12. 3
(施)昭48.12. 3

教育委員会企画
調査課

4549 32 48教育委員会会議録 教育委員会定例会の場所変更について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 4
(決)昭48.12. 4
(施)昭48.12. 4

教育委員会企画
調査課

4549 33 48教育委員会会議録 静岡県教育委員会第12回定例会日程 昭和４８年度 (起)昭48.12.18
教育委員会企画
調査課

4550 1 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第４回定例会日程（昭和49年４
月17日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 2 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第５回定例会日程（昭和49年５
月14日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 3 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第６回定例会日程（昭和49年６
月17日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 4 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第７回定例会日程（昭和49年７
月10日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 5 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第８回定例会日程（昭和49年８
月８日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 6 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第９回定例会日程（昭和49年９
月17日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 7 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第10回定例会日程（昭和49年10
月14日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 8 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第11回定例会日程（昭和49年11
月18日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 9 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第12回定例会日程（昭和49年12
月11日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 10 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第１回定例会日程（昭和50年１
月14日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 11 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第２回定例会日程（昭和50年２
月19日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 12 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第３回定例会日程（昭和50年３
月19日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課
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4550 13 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第３回臨時会日程（昭和50年３
月24日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4550 14 49教育委員会会議関係
静岡県教育委員会第４回臨時会日程（昭和50年３
月29日）

昭和４９年度
教育委員会企画
調査課

4551 1 50教育委員会会議録（１） 静岡県教育委員会第４回臨時会日程 昭和４９年度 総務課

4551 2 50教育委員会会議録（１） 静岡県教育委員会第３回定例会議 昭和４９年度 総務課

4551 3 50教育委員会会議録（１） 静岡県教育委員会第３回定例会日程 昭和４９年度 総務課

4551 4 50教育委員会会議録（１） 静岡県教育委員会第２回臨時会日程 昭和４９年度 総務課

4551 5 50教育委員会会議録（１） 静岡県教育委員会第２回定例会日程 昭和４９年度 総務課

4551 6 50教育委員会会議録（１） 静岡県教育委員会第２回定例会議 昭和４９年度 総務課

4551 7 50教育委員会会議録（１） 静岡県教育委員会第１回定例会議 昭和４９年度 総務課

4552 1 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第４回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 2 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第５回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 3 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第５回臨時会日程 昭和５０年度 総務課

4552 4 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第６回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 5 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第７回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 6 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第８回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 7 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第９回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 8 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第10回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 9 50教育委員会会議録（２） 教育委員会（協議会）議題 昭和５０年度 総務課

4552 10 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第11回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 11 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第12回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 12 50教育委員会会議録（２） １月臨時教育委員会 昭和５０年度 総務課
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4552 13 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第１回臨時会日程 昭和５０年度 総務課

4552 14 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第１回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 15 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第２回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 16 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第３回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4552 17 50教育委員会会議録（２） 静岡県教育委員会第４回臨時会日程 昭和５０年度 総務課

4553 1 50県教育委員会議案綴 静岡県教育委員会第10回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4553 2 50県教育委員会議案綴 静岡県教育委員会第11回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4553 3 50県教育委員会議案綴 静岡県教育委員会第12回定例会日程 昭和５０年度 総務課

4554 1
第８次総合開発計画資料（事業計
画）

［漁港課］東部地区漁港 昭和４６年度 農政課

4554 2
第８次総合開発計画資料（事業計
画）

［漁港課］中部地区漁港 昭和４６年度 農政課

4554 3
第８次総合開発計画資料（事業計
画）

［漁港課］西部地区漁港 昭和４６年度 農政課

4555 1
第８次総合開発計画事業計画表
（水産課、漁港課）

水産課取扱分 昭和４６年度 農政課

4555 2
第８次総合開発計画事業計画表
（水産課、漁港課）

漁港課取扱分 昭和４６年度 農政課

4556 1
第８次総合開発計画事業計画（農
業）

農業園芸 昭和４６年度 農政課

4556 2
第８次総合開発計画事業計画（農
業）

畜産 昭和４６年度 農政課

4556 3
第８次総合開発計画事業計画（農
業）

構造改善 昭和４６年度 農政課

4556 4
第８次総合開発計画事業計画（農
業）

金融流通 昭和４６年度 農政課

4557 1
第８次総合開発計画事業計画表
（農林水産部）

農産園芸課 昭和４６年度 農政課

4557 2
第８次総合開発計画事業計画表
（農林水産部）

構造改善課 昭和４６年度 農政課

4557 3
第８次総合開発計画事業計画表
（農林水産部）

金融流通課 昭和４６年度 農政課

4557 4
第８次総合開発計画事業計画表
（農林水産部）

畜産課 昭和４６年度 農政課
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4557 5
第８次総合開発計画事業計画表
（農林水産部）

林政課 昭和４６年度 農政課

4557 6
第８次総合開発計画事業計画表
（農林水産部）

水産課 昭和４６年度 農政課

4557 7
第８次総合開発計画事業計画表
（農林水産部）

漁港課 昭和４６年度 農政課

4558 1
第８次総合開発計画事業計画表
（林業部門総括表）

林業に係る目標・施策の方向・事業計画等 昭和４６年度 農政課

4559 1
第８次計画事業計画（農業部門）
全事業および重要事業綴

農業部門（農林水産部関係）の総括表 昭和４６年度 農政課

4559 2
第８次計画事業計画（農業部門）
全事業および重要事業綴

産業振興計画　主要事業計画表（県営企画課） 昭和４６年度 農政課

4559 3
第８次計画事業計画（農業部門）
全事業および重要事業綴

計画　主要事業計画表（農政課） 昭和４６年度 農政課

4559 4
第８次計画事業計画（農業部門）
全事業および重要事業綴

計画　主要事業計画表（農政課取りまとめ表） 昭和４６年度 農政課

4559 5
第８次計画事業計画（農業部門）
全事業および重要事業綴

農地部事業計画総括表 昭和４６年度 農政課

4560 1 第８次計画総資料 第８次計画総資料 昭和４６年度 農政課

4561 1 46行政資料 老人福祉対策 昭和４６年度 社会課

4561 2 46行政資料 昭和47年９月県議会資料 昭和４７年度 社会課

4562 1 47行政資料 老人福祉対策 昭和４７年度 社会課

4562 2 47行政資料 老人医療行政資料 昭和４６年度 社会課

4562 3 47行政資料 老人医療予算推計 昭和４６年度 社会課

4562 4 47行政資料 65歳以上寝たきり（医療費） 昭和４６年度 社会課

4563 1 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
平成元年度静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送社会功労
賞（教育賞）候補者の推薦について

平成　元年度
(起)平 1. 9.25
(決)平 1. 9.30
(施)平 1. 9.30

義務教育課

4563 2 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
平成元年度静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送社会功労
賞「社会功労賞」候補者の推薦について

平成　元年度
(起)平 1. 8.16
(決)平 1. 8.18
(施)平 1. 8.18

総務課

4563 3 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 昭和61年度社会功労賞候補者について 昭和６１年度 (起)昭61.11.  義務教育課

4563 4 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 昭和59年度社会功労賞受賞者の決定について 昭和５９年度 (起)昭59.11.27 総務課

4563 5 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・静岡放送」社会功労賞候補者の推薦
について

昭和５９年度 (起)昭59. 6.14 総務課
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4563 6 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
昭和59年度社会貢献表彰候補者の推せんについて
（依頼）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.25
(決)昭59. 2.28
(施)昭59. 2.28

総務課

4563 7 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
昭和58年度静岡新聞社・ＳＢＳ社会功労賞受賞者
の決定について

昭和５８年度 (起)昭58.11.22 総務課

4563 8 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「昭和58年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労
賞」候補者の推せんについて

昭和５８年度 (起)昭58.10.28 総務課

4563 9 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」候補者
の推せんについて

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 9
(決)昭58. 9.12
(施)昭58. 9.13

総務課

4563 10 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
昭和58年防災功労者内閣総理大臣表彰候補者の推
薦について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 8
(決)昭58. 6.10
(施)昭58. 6.10

総務課

4563 11 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
昭和57年度ＳＢＳ社会功労賞受賞者の決定につい
て

昭和５７年度 (起)昭57.11.17 総務課

4563 12 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」候補者
の推せんについて（依頼）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 7.19
(施)昭57. 7.20

総務課

4563 13 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ放送社会功労賞」候補者の推
せんについて（伺い）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.26 総務課

4563 14 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 大臣表彰受賞者調べの提出について 昭和５７年度 (起)昭57.11.17 総務課

4563 15 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
昭和57年度日本善行会成人善行表彰の候補者推せ
んについて

昭和５７年度 (起)昭57. 8.25 総務課

4563 16 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
スポーツ功労者等に対する教育委員会表彰につい
て

昭和５７年度 (起)昭57. 6.28 総務課

4563 17 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 昭和57年第14回中日教育賞候補者の推薦について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 2
(決)昭57. 6. 2
(施)昭57. 6. 3

企画調整課

4563 18 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
昭和57年防災功労者内閣総理大臣表彰候補者の推
薦について（依頼）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.28 総務課

4563 19 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」候補者
の推せんについて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.10
(決)昭56. 9.14
(施)昭56. 9.14

企画調整課

4563 20 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」候補者
の推せんについて（依頼）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.15
(決)昭56. 8.17
(施)昭56. 8.17

企画調整課

4563 21 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」候補者
の推せんについて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.24
(施)昭55. 9.24

企画調整課

4563 22 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」候補者
の推せんについて（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.22
(決)昭55. 8.22

企画調整課

4563 23 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」候補者
の推せんについて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.21
(決)昭54. 8.22

企画調整課

4563 24 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」候補者
の推せんについて（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.12
(決)昭54. 7.14

企画調整課

4563 25 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞」受賞者
決定について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.11.13

企画総務課
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4563 26 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
昭和53年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送「社会功労
賞」教育賞、青年文化賞部門候補者の推せんにつ
いて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.25
(決)昭53. 8.29
(施)昭53. 8.29

企画総務課

4563 27 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞」教育賞
部門の候補者推薦について（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.12
(決)昭53. 7.13
(施)昭53. 7.13

企画総務課

4563 28 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞受賞者決
定について

昭和５２年度 (起)昭52.11.25 企画総務課

4563 29 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
静岡新聞教育賞受賞候補者推せんについて（伺
い）

企画総務課

4563 30 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞
「静岡新聞社会功労賞選考依頼」について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.24
(決)昭52. 9.26
(施)昭52. 9.26

企画総務課

4563 31 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 静岡新聞教育賞受賞候補者推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.10.20
(決)昭51.10.20

企画総務課

4563 32 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 静岡新聞・静岡放送教育賞受賞者について 昭和５０年度
(起)昭50.11.22
(決)昭50.11.26

総務課

4563 33 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 静岡新聞教育賞受賞候補推せんについて 昭和５０年度 (起)昭50.10.29 学校教育課

4563 34 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 静岡新聞教育賞受賞候補推せんについて 昭和４９年度 (起)昭49.10.28 学校教育課

4563 35 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 静岡新聞教育賞受賞候補推せんについて 昭和４８年度 (起)昭48.11.16 学校教育課

4563 36 静岡新聞・ＳＢＳ・社会功労賞 静岡新聞教育賞受賞候補推せん 昭和４７年度
(起)昭47.10.19
(決)昭47.10.23
(施)昭47.10.23

総務課

4564 1 表彰規程
静岡県教育委員会表彰規程等の一部改正等につい
て（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.18
(決)昭48. 4.20
(施)昭48. 4.23

企画調査課

4565 1 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 3
(決)昭48. 7. 5

体育保険課

4565 2 静岡県スポーツ振興審議会
昭和48年度第１回静岡県スポーツ振興審議会議事
録の送付について

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 7
(決)昭48. 8. 7
(施)昭48. 8. 7

体育保険課

4565 3 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和４８年度 (起)昭48.10.29 体育保険課

4565 4 静岡県スポーツ振興審議会
静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.11. 1
(決)昭48.11. 5

体育保険課

4565 5 静岡県スポーツ振興審議会 あいさつ状の発送について 昭和４８年度 (起)昭48.10. 1 体育保険課

4565 6 静岡県スポーツ振興審議会
昭和48年度第２回静岡県スポーツ振興審議会議事
録の送付について

昭和４８年度
(起)昭48.12. 6
(決)昭48.12. 7
(施)昭48.12. 7

体育保険課

4565 7 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.22 体育保険課

4565 8 静岡県スポーツ振興審議会
昭和48年度第３回静岡県スポーツ振興審議会議事
録、懇談会記録の送付について

昭和４８年度
(起)昭49. 3.27
(決)昭49. 3.27
(施)昭49. 3.28

体育保険課
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4565 9 静岡県スポーツ振興審議会
静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49. 5. 8 体育保険課

4565 10 静岡県スポーツ振興審議会 あいさつ状の発送について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.26 体育保険課

4565 11 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.29
(決)昭49. 7. 4

体育保険課

4565 12 静岡県スポーツ振興審議会
昭和49年度第１回静岡県スポーツ振興審議会議事
録の送付について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.26
(決)昭49. 9.26
(施)昭49. 9.26

体育保険課

4565 13 静岡県スポーツ振興審議会
静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11. 8
(決)昭49.11.11

体育保険課

4565 14 静岡県スポーツ振興審議会 あいさつ状の発送について 昭和４９年度 (起)昭49.11.12 体育保険課

4565 15 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49.12.26 体育保険課

4565 16 静岡県スポーツ振興審議会
静岡県スポーツ振興審議会会議日程等の変更につ
いて

昭和４９年度
(起)昭50. 1.20
(決)昭50. 1.20

体育保険課

4565 17 静岡県スポーツ振興審議会
昭和49年度第２回静岡県スポーツ振興審議会議事
録の送付について

昭和４９年度 (起)昭50. 3. 3 体育保険課

4565 18 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 5
(決)昭50. 3. 7
(施)昭50. 3. 7

体育保険課

4565 19 静岡県スポーツ振興審議会
昭和49年度第３回静岡県スポーツ振興審議会議事
録の送付について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.26
(決)昭50. 3.26
(施)昭50. 3.26

体育保険課

4565 20 静岡県スポーツ振興審議会
静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50. 6. 3 体育保険課

4565 21 静岡県スポーツ振興審議会
静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49. 5. 6 体育保険課

4565 22 静岡県スポーツ振興審議会 あいさつ状の発送について 体育保険課

4565 23 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 体育保険課

4565 24 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和５０年度
(起)昭50.10.24
(施)昭50.10.28

体育保険課

4565 25 静岡県スポーツ振興審議会 静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.26
(施)昭51. 3. 3

体育保険課

4566 1
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

財団法人浜松市戦傷病者会館解散に関する精算報
告書

平成　６年度 (収)平 6. 4.11 精算人代表

4566 2
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

厚生大臣に対する地方公益法人の解散報告につい
て

平成　５年度
(起)平 6. 3.25
(決)平 6. 3.30
(施)平 6. 3.30

高齢者対策課

4566 3
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

財団法人浜松市戦傷病者会館の解散等の許可の通
知について

平成　５年度
(起)平 6. 2.14
(決)平 6. 2.17
(施)平 6. 2.17

高齢者対策課

4566 4
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

公益法人の解散及び残余財産の処分について 平成　５年度
(起)平 6. 1.20
(決)平 6. 2.14
(施)平 6. 2.14

高齢者対策課
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4566 5
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

第35回合同定期総会 平成　６年度
浜松市傷痍軍人
会

4566 6
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

第34回合同定期総会 平成　５年度
浜松市傷痍軍人
会

4566 7
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

監事異動届出書 平成　５年度
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 8
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

理事変更登記完了届出書 平成　５年度 (収)平 5. 5.22
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 9
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

平成５年度総会及び事業報告書 平成　５年度 (収)平 5. 5.10
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 10
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

設立登記等完了届出書（理事変更） 平成　４年度
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 11
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

平成４年度総会及び事業報告書 平成　４年度 (収)平 4. 5. 2
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 12
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

平成３年度総会及び事業報告書 平成　３年度
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 13
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

理事変更登記完了届出書 平成　２年度 (収)平 3. 3.22
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 14
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

平成２年度総会及び事業報告書 平成　２年度 (収)平 2. 5. 7
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 15
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

監事異動届出書 平成　２年度 (収)平 2. 5.24
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 16
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

平成元年度総会及び事業報告書 平成　元年度 (収)平 1. 5. 2
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 17
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和63年度総会及び事業報告書 昭和６３年度
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 18
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和62年度総会及び事業報告書 昭和６２年度
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 19
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

財団法人浜松市戦傷病者会館の登記簿の提出 昭和６１年度
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 20
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和61年度総会及び事業報告書 昭和６１年度 (収)昭61. 4.14
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 21
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和60年度総会及び事業報告書 昭和６０年度 (収)昭60. 5.15
浜松市戦傷病者
会館理事長

4566 22
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和59年度総会及び事業報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 7
浜松市社会福祉
部福祉課長

4566 23
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和58年度総会及び事業報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 5. 6
浜松市社会福祉
部福祉課長

4566 24
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和57年度総会及び事業報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 5. 8
浜松市社会福祉
部福祉課長

4566 25
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和56年度総会及び事業報告書 昭和５６年度 (収)昭56. 5. 2
浜松市社会福祉
部福祉課長
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4566 26
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

財団法人浜松市戦傷病者会館の事業内容の証明に
ついて

昭和５１年度
(起)昭52. 3.22
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.25

高齢者対策課

4566 27
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和51年度総会及び事業報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.11
浜松市社会福祉
部福祉課長

4566 28
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

昭和51年度総会及び事業報告書 昭和５０年度 (収)昭50. 8. 9
浜松市社会福祉
部福祉課長

4566 29
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

法人設立登記簿謄本の進達について 昭和４９年度 (収)昭50. 3.27
浜松市社会福祉
部福祉課長

4566 30
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

財団法人浜松市戦傷病者会館の運営について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.27 老人援護課

4566 31
財団法人浜松市戦傷病者会館設立
許可関係綴

財団法人浜松市戦傷病者会館の設立許可について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 6
(決)昭50. 2.25
(施)昭50. 2.28

老人援護課

4567 1
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（１）

11月県議会企画商工委員会に陳情のあった浜松内
陸コンテナ基地に関する別紙件名（３件）につい
て（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭49. 2.28
(決)昭49. 2.28
(施)昭49. 2.28

貿易課

4567 2
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（１）

浜松内陸コンテナ基地の拡充強化に関する陳情書 昭和４８年度 (収)昭48.11.19
静岡県コンテナ
輸送振興協会

4567 3
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（１）

浜松内陸コンテナ基地拡張計画（資料編） 昭和４８年度 貿易課

4567 4
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（１）

昭和49年度歳出予算調書（資料編） 昭和４８年度 貿易課

4568 1
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

浜松内陸コンテナ基地の管理・運営について 昭和５０年度 貿易課

4568 2
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

浜松内陸コンテナ基地の原状と問題点（50. 7.17
商業貿易課）

昭和５０年度 貿易課

4568 3
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

浜松内陸コンテナ基地の拡張について（資料編） 昭和５０年度 貿易課

4568 4
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

浜松内陸コンテナ基地の拡張について（名古屋税
関長との懇談資料）

昭和５０年度 貿易課

4568 5
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

浜松内陸コンテナ基地拡張問題に係る関係者の意
見聴取から見た問題点と必要性

昭和５０年度 貿易課

4568 6
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

航空貨物に関する日本航空名古屋支店意見要旨
（50. 2.13）

昭和５０年度 貿易課

4568 7
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

当面の問題事項（商業貿易課） 昭和５０年度 貿易課

4568 8
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

静岡県の貿易状況（アンケート調査） 昭和５０年度 貿易課

4568 9
浜松内陸コンテナ基地西側隣地拡
張問題（２）

天竜川下流農業用水事業受益地の見直しについて 昭和５０年度 貿易課

4569 1
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　　静岡市（旧梅ヶ
島村、旧玉川村、旧井川村、旧清沢村、旧大川
村）

昭和４６年度 農政課
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4569 2
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県芝川町（旧
柚野村）

昭和４６年度 農政課

4569 3
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県本川根町
（旧上川根村、旧東川根村）

昭和４６年度 農政課

4569 4
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県河津町（旧
上河津村）

昭和４６年度 農政課

4569 5
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県佐久間町
（旧浦川町、旧山香村、旧城西村）

昭和４６年度 農政課

4569 6
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県松崎町（旧
中川村）

昭和４６年度 農政課

4569 7
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県東伊豆町
（旧城東村）

昭和４６年度 農政課

4569 8
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県森町（旧三
倉村、旧天方村）

昭和４６年度 農政課

4569 9
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県引佐町（旧
鎮玉村、旧伊平村）

昭和４６年度 農政課

4569 10
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県西伊豆町
（旧仁科村）

昭和４６年度 農政課

4569 11
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県大河内村
（旧大河内村）

昭和４６年度 農政課

4569 12
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県竜山村（旧
竜山村）

昭和４６年度 農政課

4569 13
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県中伊豆町
（旧上大見村、中大見村、下大見村）

昭和４６年度 農政課

4569 14
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県賀茂村（旧
宇久須村）

昭和４６年度 農政課

4569 15
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県下田町（旧
稲梓村）

昭和４６年度 農政課

4569 16
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県天竜市（旧
熊村、旧上阿多古村、旧竜川村）

昭和４６年度 農政課

4569 17
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県川根町（旧
伊久美村、旧笹間村）

昭和４６年度 農政課

4569 18
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県水窪町 昭和４６年度 農政課

4569 19
第１期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県天城湯ヶ島
町（旧中狩野村、旧上狩野村）

昭和４６年度 農政課

4570 1
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

振興山村基礎調査資料 昭和５３年度 農政課

4570 2
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県静
岡市（大河内村、梅ヶ島村、玉川村旧井川村、清
沢村、大川村）

昭和５３年度 農政課
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4570 3
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県松
崎町（中川村）

昭和５３年度 農政課

4570 4
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県芝
川町

昭和５３年度 農政課

4570 5
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県河
津町（旧上河津村）

昭和５３年度 農政課

4570 6
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県佐
久間町（旧浦川町、旧山香村、旧城西村）

昭和５３年度 農政課

4570 7
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県引
佐町（旧鎮玉村、旧伊平村）

昭和５３年度 農政課

4570 8
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県本
川根町（旧上川根村、旧東川根村）

昭和５３年度 農政課

4570 9
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県中
川根町（中川根村、徳山村）

昭和５３年度 農政課

4570 10
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県中
伊豆町（上大見村、中大見村、下大見村）

昭和５３年度 農政課

4570 11
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県東
伊豆町（旧城東村）

昭和５３年度 農政課

4570 12
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県下
田市（旧稲梓村）

昭和５３年度 農政課

4570 13
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県南
伊豆町（三坂村、南上村）

昭和５３年度 農政課

4570 14
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県水
窪町（水窪町）

昭和５３年度 農政課

4570 15
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県龍
山村（龍山村）

昭和５３年度 農政課

4570 16
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期山村振興都道府県調査報告書　静岡県天竜
市（旧熊村・上阿多古村・竜川村）

昭和５３年度 農政課

4570 17
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県森
町（三倉村・天方村）

昭和５３年度 農政課

4570 18
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　　静岡県
西伊豆町（旧仁科村）

昭和５３年度 農政課

4570 19
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県賀
茂村（旧宇久須村）

昭和５３年度 農政課

4570 20
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県川
根町（伊久美村・笹間村）

昭和５３年度 農政課

4570 21
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県春
野町（犬居町・気多村・熊切村）

昭和５３年度 農政課

4570 22
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

第二期　山村振興都道府県調査報告書　静岡県天
城湯ヶ島町（中狩野村・上狩野村）

昭和５３年度 農政課

4570 23
第２期山村振興計画基礎調査報告
書

山村振興都道府県調査報告書　静岡県竜山村（旧
竜山村）

昭和５３年度 農政課
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4571 1
交換予約大場川（三島市大場字川
成）

土地交換に伴う覚書の締結について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 7.12
(決)昭47. 7.17
(施)昭47. 7.18

公共用地課

4572 1 小笠国際空港 小笠国際空港 昭和４６年度 港湾課

4573 1
浜名バイパス海岸地形環境影響調
査

浜名バイパス海岸地形環境影響調査 昭和５０年度 港湾課

4574 1
東海道本線静岡駅（鉄道高架）全
体設計申請書

東海道本線静岡駅（鉄道高架）全体設計申請書 昭和４７年度 港湾課

4575 1
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

鉄道高架事業について　（東海道本線静岡駅附
近・浜松駅附近）

計画課

4575 2
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

都市高速鉄道高架化事業連絡会議次第 昭和４４年度 計画課

4575 3
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

浜松高架化事業打合せ 昭和４４年度 計画課

4575 4
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

浜松都市高速鉄道高架化事業連絡協議会（幹事
会）議事概要

昭和４５年度 計画課

4575 5
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

浜松都市高速鉄道高架化事業計画策定用件の第１
回委員会及び幹事会における次回検討事項

昭和４５年度 計画課

4575 6
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

静岡都市高速鉄道高架化事業連絡計画の策定要件　
決定及び了承事項

昭和４５年度 計画課

4575 7
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

都市高速鉄道高架化事業連絡協議会（委員会）次
第

昭和４５年度 計画課

4575 8
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

第２回　静岡都市高速鉄道高架化事業連絡協議会
（幹事会）議事概要

昭和４５年度 計画課

4575 9
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

第２回　浜松都市高速鉄道高架化事業連絡協議会
（幹事会）議事概要

昭和４５年度 計画課

4575 10
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

第２回　静岡都市高速鉄道高架化事業連絡協議会
（幹事会）議事概要

昭和４５年度 計画課

4575 11
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

鉄道高架事業に係る打合せ協議会等の開催年月日
一覧表

計画課

4575 12
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

第３回　静岡都市高速鉄道高架化事業連絡協議会
（幹事会）議事概要

昭和４５年度 計画課

4575 13
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

第３回　浜松都市高速鉄道高架化事業連絡協議会
（幹事会）議事概要

昭和４５年度 計画課

4575 14
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

都市高速鉄道高架化事業連絡協議会（第４回幹事
会）次第　（静岡・浜松合同）

昭和４５年度 計画課

4575 15
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

鉄道高架協議会 昭和４６年度 計画課

4575 16
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

都市高速鉄道高架化事業連絡協議会（第４回幹事
会）次第　（静岡・浜松合同）

昭和４６年度 計画課

4575 17
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

第２回　都市高速鉄道高架化事業連絡協議会委員
会次第

昭和４６年度 計画課
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4575 18
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

高架計画打合会 昭和４６年度 計画課

4575 19
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

静岡・浜松両市における鉄道高架化事業について
の説明会次第

昭和４６年度 計画課

4575 20
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

草薙駅配線計画の概要について 昭和４６年度 計画課

4575 21
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

岐工と話し合いの経過概要 昭和４６年度 計画課

4575 22
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

鉄道高架事業関係スケジュール 昭和４６年度 計画課

4575 23
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

岐阜工事局との打合せ結果 昭和４６年度 計画課

4575 24
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

第３回　都市高速鉄道高架化事業連絡協議会委員
会次第

昭和４６年度 計画課

4575 25
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

都市高速鉄道高架化事業連絡協議会（第６回幹事
会）次第

昭和４７年度 計画課

4575 26
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

報告会及び総会 昭和４７年度 計画課

4575 27
鉄道高架連絡協議会議事録（静
岡・浜松）

都市高速鉄道高架化事業連絡協議会（第７回幹事
会）の開催について

昭和４８年度 計画課

4576 1 専用線移転補償（鉄道高架） しゆん功検査合格通知書 昭和５０年度 (収)昭51. 2.24
日本国有鉄道静
岡鉄道管理局浜
松保線区長

4576 2 専用線移転補償（鉄道高架） 動力車購入費について 昭和５０年度 都市整備課

4576 3 専用線移転補償（鉄道高架） 専用線移転契約書案 昭和５０年度 都市整備課

4576 4 専用線移転補償（鉄道高架） 西浜松駅専用線団地新設工事の見積書 昭和５０年度 都市整備課

4576 5 専用線移転補償（鉄道高架） 浜松高架施設積算書（国鉄提供） 昭和５０年度 都市整備課

4576 6 専用線移転補償（鉄道高架） 専用線排水側溝断面検討資料 昭和５０年度 都市整備課

4577 1 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴
市議会議員選挙における異議申出に係る決定書に
ついて

昭和４６年度
県選挙管理委員
会

4577 2 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴 県選挙管理委員会への提出議案について 昭和４６年度 (起)昭47. 3.23
県選挙管理委員
会

4577 3 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴 富士宮市議会議員選挙争訟写真集 昭和４６年度
県選挙管理委員
会

4577 4 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴
富士宮市議会議員選挙争訟写真集　佐野弥市の有
効票

昭和４６年度
県選挙管理委員
会
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4577 5 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴
富士宮市議会議員選挙争訟写真集　桑原憲次の有
効票

昭和４６年度
県選挙管理委員
会

4577 6 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴
富士宮市議会議員選挙争訟写真集　佐野　信の有
効票

昭和４６年度
県選挙管理委員
会

4577 7 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴
富士宮市議会議員選挙争訟写真集　その他　１．
混入表

昭和４６年度
県選挙管理委員
会

4577 8 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴 富士宮市議会議員選挙当選争訟に係る尋問調書 昭和４６年度
県選挙管理委員
会

4577 9 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴
富士宮市議会議員選挙当選争訟に係る検証日程の
通知について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.10
(決)昭47. 3.10
(施)昭47. 3.11

県選挙管理委員
会

4577 10 富士宮市議会議員当選訴訟関係綴
富士宮市議会議員選挙の当選の効力に係る審査申
立書について

昭和４６年度 (起)昭47. 2.28
県選挙管理委員
会

4578 1 直接請求（条例制定請求）
乳幼児医療費の無料化条例制定請求にかかる事務
の引き継ぎについて

昭和４７年度
(起)昭47.12.27
(決)昭47.12.27
(施)昭47.12.27

地方課

4579 1
静岡県乳幼児医療費無料化条例制
定請求（直接請求）

静岡県乳幼児医療費の無料化条例直接請求に伴う
資材の発注について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.22
(決)昭47. 9.26

選挙管理委員会

4579 2
静岡県乳幼児医療費無料化条例制
定請求（直接請求）

静岡県乳幼児医療費の無料化条例制定直接請求に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 9.19
(決)昭47. 9.25
(施)昭47. 9.25

選挙管理委員会

4579 3
静岡県乳幼児医療費無料化条例制
定請求（直接請求）

県乳幼児医療費の無料化条例制定請求等の説明会
における質疑事項について

昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.16
(施)昭47.10.16

選挙管理委員会

4579 4
静岡県乳幼児医療費無料化条例制
定請求（直接請求）

県乳幼児医療費の無料化条例制定請求に伴う署名
簿審査表、署名審査表、証人訊問調書等の発注に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47.10.18
(決)昭47.10.20

選挙管理委員会

4579 5
静岡県乳幼児医療費無料化条例制
定請求（直接請求）

静岡県乳幼児医療費の無料化条例制定請求署名審
査事務説明会及び選挙事務専門研修会の開催につ
いて（伺）

昭和４７年度 (起)昭47. 9.20 選挙管理委員会

4580 1
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

乳幼児医療費の無料化条例制定請求について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.20
(決)昭48. 1.20
(施)昭48. 1.20

児童課

4580 2
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

乳幼児医療費の無料化にかかる県条例制定請求の
結果について

昭和４７年度 (起)昭48. 1.16 児童課

4580 3
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

議案説明書について 昭和４７年度 (起)昭48. 1. 5 児童課

4580 4
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

静岡県乳幼児医療費の助成に関する条例の制定に
ついて

昭和４７年度 (決)昭47.12.15 児童課

4580 5
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

乳幼児医療費の無料化条例制定請求にかかる事務
の引き継ぎについて

昭和４７年度 (収)昭47.12.27 総務部長

4580 6
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

静岡県条例制定請求の受理について 昭和４７年度
(起)昭47.12.25
(決)昭47.12.25

地方課

4580 7
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

静岡県条例制定請求のための署名収集委任届出書
の受理について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47.12. 4
(決)昭47.12. 4

地方課

4580 8
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

乳幼児医療費の無料化条例制定請求のための署名
収集委任届出について

昭和４７年度
(起)昭47.11.15
(決)昭47.11.16
(施)昭47.11.16

地方課
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4580 9
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

静岡県条例制定請求について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.26
(決)昭47. 9.27
(施)昭47. 9.28

地方課

4580 10
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

条例制定請求代表者証明書の交付申請に係る事務
手続について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.14
(決)昭47. 9.14
(施)昭47. 9.25

地方課

4580 11
乳幼児医療無料化県条例直接請求
綴

供覧 昭和４７年度
(起)昭47. 9.21
(決)昭47. 9.22

地方課

4581 1
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期）

第20期公益委員の同意を求める会について（議事
録）

昭和４６年度 (起)昭47. 2.21 労政課

4581 2
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期）

地方労働委員会委員の任命状況について（回答） 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 6
(決)昭47. 3. 6
(施)昭47. 3. 6

労政課

4581 3
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期）

地方労働委員会新旧委員懇談会における知事あい
さつについて（伺い）

昭和４６年度 労政課

4581 4
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期）

静岡県地方労働委員会第20期委員の任命について 昭和４６年度 労政課

4581 5
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期）

静岡県地方労働委員会第20期委員の選任について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.12. 2
(決)昭46.12. 7

労政課

4582 1
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期補選）

静岡県地方労働委員会委員の解任辞令の送付につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 9
(決)昭48. 6.12
(施)昭48. 6.12

労政課

4582 2
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期補選）

地方労働委員会委員の任免辞令交付について（通
知）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.26
(決)昭48. 5.28
(施)昭48. 5.28

労政課

4582 3
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期補選）

静岡県地方労働委員会第20期補欠労働者委員の任
命と辞任届出委員の解任について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.22
(決)昭48. 5.23
(施)昭48. 6. 2

労政課

4582 4
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期補選）

労働組合の資格審査について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48. 5.11
(決)昭48. 5.12
(施)昭48. 5.12

労政課

4582 5
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期補選）

静岡県地方労働委員会第20期補欠労働者委員の選
任について

昭和４８年度
(起)昭48. 4.18
(決)昭48. 4.20

労政課

4582 6
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第20期補選）

地労委委員の辞任届について 昭和４８年度
(起)昭48. 3.30
(決)昭48. 4. 4

労政課

4583 1
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

静岡県地方労働委員会第21期委員の任命について 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 5
(決)昭49. 4. 9
(施)昭49. 4. 9

労政課

4583 2
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

退任委員に対する感謝状について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 3.29
(決)昭49. 3.30

労政課

4583 3
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

地労委新旧委員懇談会における副知事あいさつに
ついて

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 3
(決)昭49. 4. 3
(施)昭49. 4. 3

労政課

4583 4
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

地労委新旧委員懇談会における部長（知事代理）
あいさつについて（伺い）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.29 労政課

4583 5
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

地方労働委員会委員の辞令交付について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.28
(決)昭49. 3.29
(施)昭49. 3.29

労政課

4583 6
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

静岡県地方労働委員会第21期公益委員の任命につ
いて

昭和４８年度
(起)昭49. 3.28
(決)昭49. 3.29
(施)昭49. 3.29

労政課

4583 7
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

第21期地方労働委員会公益委員に係る同意を求め
る会について（議事録）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.29 労政課
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4583 8
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

静岡県地方労働委員会第21期委員の任命について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.18
(決)昭49. 3.27

労政課

4583 9
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

静岡県地方労働委員会第21期公益委員候補者の推
薦について（依頼）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.18
(決)昭49. 3.19

労政課

4583 10
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

静岡県地方労働委員会第21期使用者委員候補者の
推薦について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.10
(決)昭49. 1.12

労政課

4583 11
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

労働組合の資格審査について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.16
(決)昭49. 1.16
(施)昭49. 1.16

労政課

4583 12
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

静岡県地方労働委員会第21期公益委員の推薦につ
いて（静岡県弁護士会より）

昭和４８年度
(起)昭48.12.15
(決)昭48.12.19

労政課

4583 13
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期）

静岡県地方労働委員会第21期委員の選任について 昭和４８年度
(起)昭48.11.15
(決)昭48.11.24
(施)昭48.12. 5

労政課

4584 1
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期補選）

静岡県地方労働委員会委員の任免辞令交付につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 4.16
(決)昭50. 4.16

労政課

4584 2
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期補選）

静岡県地方労働委員会の退任委員に対する感謝状
について（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.14
(決)昭50. 4.15

労政課

4584 3
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期補選）

静岡県地方労働委員会第21期補欠使用者委員の任
命と辞任届出委員の解任について

昭和５０年度
(起)昭50. 4.14
(決)昭50. 4.15
(施)昭50. 4.21

労政課

4584 4
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期補選）

静岡県地方労働委員会第21期補欠使用者委員の選
任について

昭和４９年度
(起)昭50. 2.24
(決)昭50. 2.25
(施)昭50. 2.25

労政課

4584 5
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期補選）

静岡県地方労働委員会第21期補欠労働者委員の任
命と辞任届出委員の解任について

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 6
(決)昭50. 2. 8
(施)昭50. 2.21

労政課

4584 6
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期補選）

静岡県地方労働委員会退任委員に対する感謝状に
ついて（伺い）

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 6
(決)昭50. 2.10
(施)昭50. 2.21

労政課

4584 7
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期補選）

静岡県地方労働委員会委員の任免辞令交付につい
て

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 6
(決)昭50. 2. 8
(施)昭50. 2. 8

労政課

4584 8
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第21期補選）

静岡県地方労働委員会第21期補欠労働者委員の選
任について

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1. 7
(施)昭50. 1. 7

労政課

4585 1
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期）

静岡県地方労働委員会第22期委員の任命について 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5. 6
(施)昭51. 5. 7

労政課

4585 2
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期）

地労委退任委員に対する知事挨拶と新旧委員懇談
会における副知事挨拶について

昭和５１年度 (起)昭51. 5. 4 労政課

4585 3
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期）

地方労働委員会委員の辞令交付について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.23
(決)昭51. 4.23

労政課

4585 4
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期）

静岡県地方労働委員会第22期委員の任命について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.17
(決)昭51. 4.22
(施)昭51. 4.22

労政課

4585 5
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期）

退任委員に対する感謝状について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.17
(決)昭51. 4.21

労政課

4585 6
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期）

静岡県地方労働委員会第22期公益委員の任命につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(決)昭51. 4.19
(施)昭51. 4.19

労政課

4585 7
静岡県地方労働委員会委員選任関
係綴（第22期）

静岡県地方労働委員会第22期委員の選任について 昭和５０年度
(起)昭50.12. 9
(決)昭50.12.13

労政課
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4586 1 県営林災害関係綴
異常気象による災害報告の取りまとめについて
（伺い）

昭和４９年度
(決)昭49. 5. 7
(施)昭49. 5. 8

森林保護課

4587 1
東富士演習場周辺農業整備当初全
体計画書

東富士演習場周辺農業整備事業計画書　No.１
静岡県東富士補
償工事建設事務
所

4587 2
東富士演習場周辺農業整備当初全
体計画書

東富士演習場周辺農業整備事業計画書　No.２　
中畑幹線

静岡県東富士補
償工事建設事務
所

4587 3
東富士演習場周辺農業整備当初全
体計画書

東富士演習場周辺農業整備事業計画書　No.２　
印野幹線

静岡県東富士補
償工事建設事務
所

4587 4
東富士演習場周辺農業整備当初全
体計画書

東富士演習場周辺農業整備事業計画書　No.２　
中清水幹線

静岡県東富士補
償工事建設事務
所

4587 5
東富士演習場周辺農業整備当初全
体計画書

東富士演習場周辺農業整備事業計画書　No.２　
下和田幹線

静岡県東富士補
償工事建設事務
所

4587 6
東富士演習場周辺農業整備当初全
体計画書

東富士演習場周辺農業整備事業計画書　No.３　
忍野幹線

静岡県東富士補
償工事建設事務
所

4587 7
東富士演習場周辺農業整備当初全
体計画書

東富士演習場周辺農業整備事業計画書　No.４　
大野原幹線

静岡県東富士補
償工事建設事務
所

4587 8
東富士演習場周辺農業整備当初全
体計画書

東富士演習場周辺農業整備事業計画書　No.５　
開田工事

静岡県東富士補
償工事建設事務
所

4588 1 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴
一級河川狩野川水系内河川に生じた廃川敷の処理
について

昭和５１年度 (起)昭52. 3. 4 公共用地課

4588 2 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴
河川法施工法第３条の規定により河川区域とみな
されている区域の取扱いについて

昭和５０年度 (収)昭51. 3.27
建設大臣官房会
計課長

4588 3 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川境川廃川敷地の引継について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 1. 7
沼津土木事務所
長

4588 4 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川来光川廃川敷地の引継について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 1. 7
沼津土木事務所
長

4588 5 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川山田川廃川敷地の引継について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 1. 7
沼津土木事務所
長

4588 6 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川山田川廃川敷地の引継について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 1. 7
沼津土木事務所
長

4588 7 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川山田川廃川敷地の引継について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 1. 7
沼津土木事務所
長

4588 8 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川古川廃川敷地の引継について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 1. 7
沼津土木事務所
長

4588 9 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川桃沢川廃川敷地の引継について（進達） 昭和４９年度 (収)昭49. 4.10
沼津土木事務所
長
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4588 10 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴
一級河川狩野川水系古川外の廃川敷の引継につい
て

昭和５１年度 (収)昭51. 9.27
東海財務局静岡
財務部沼津出張
所長

4588 11 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 国有財産譲与申請書の返戻について 昭和５１年度 (収)昭51. 9.27
東海財務局静岡
財務部沼津出張
所長

4588 12 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川廃川敷地の譲与申請について 昭和５０年度 (起)昭51. 2. 5 公共用地課

4588 13 狩野川水系河川廃川敷引継関係綴 一級河川廃川敷地の引継について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.29
(決)昭49.10.28
(施)昭49.10.28

公共用地課

4589 1
静岡県地方港湾審議会綴（第１～
２回）

供覧（第２回静岡県地方港湾審議会会議録） 昭和５１年度 (起)昭51. 5.26 港湾課

4589 2
静岡県地方港湾審議会綴（第１～
２回）

御前崎港及び田子の浦港の港湾計画について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(決)昭51. 6.10
(施)昭51. 6.10

港湾課

4589 3
静岡県地方港湾審議会綴（第１～
２回）

第２回静岡県地方港湾審議会資料の送付について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.14 港湾課

4589 4
静岡県地方港湾審議会綴（第１～
２回）

静岡県地方港湾審議会の開催について（伺い） 昭和５１年度 (起)昭51. 4.30 港湾課

4589 5
静岡県地方港湾審議会綴（第１～
２回）

静岡県地方港湾審議会幹事打合せ会の開催につい
て（伺い）

昭和５０年度 (起)昭51. 2. 4 港湾課

4589 6
静岡県地方港湾審議会綴（第１～
２回）

御前崎港港湾区域の変更について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50.11.11
(決)昭50.11.14
(施)昭50.11.14

港湾課

4589 7
静岡県地方港湾審議会綴（第１～
２回）

供覧（第１回静岡県地方港湾審議会会議録） 昭和５０年度
(起)昭50.11.13
(決)昭50.11.14

港湾課

4589 8
静岡県地方港湾審議会綴（第１～
２回）

静岡県地方港湾審議会委員及び幹事の充て職につ
いて（伺い）

港湾課

4590 1 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会幹事の任命について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51.11. 8
(決)昭51.11. 9
(施)昭51.11. 9

港湾課

4590 2 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の任命について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.29
(決)昭51. 8.11
(施)昭51. 8.11

港湾課

4590 3 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の任命について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.29
(決)昭51.10. 4
(施)昭51.10. 4

港湾課

4590 4 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会幹事の任命について（伺
い）

昭和５１年度 (起)昭51. 9.29 港湾課

4590 5 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会幹事の任命について（伺
い）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.27 港湾課

4590 6 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の任命について（伺
い）

昭和５１年度 (起)昭51. 7. 9 港湾課

4590 7 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の任命について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.10
(決)昭51. 7.14
(施)昭51. 7.14

港湾課

4590 8 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
附属機関の委員その他の非常勤職員の調査につい
て（回答）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 3
(決)昭51. 7. 6
(施)昭51. 7. 6

港湾課
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4590 9 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の任命について（伺
い）

昭和５１年度 (起)昭51. 5. 1 港湾課

4590 10 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会幹事の任命について（伺
い）

昭和５１年度 (起)昭51. 5.12 港湾課

4590 11 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会臨時委員の任命について
（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 4.30 港湾課

4590 12 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の任命について（伺
い）

昭和５１年度 (起)昭51. 4.20 港湾課

4590 13 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会幹事の任免について（伺
い）

昭和５１年度 (起)昭51. 4.14 港湾課

4590 14 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会幹事の任命について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50.11.11
(決)昭50.11.14
(施)昭50.11.15

港湾課

4590 15 静岡県地方港湾審議会条例関係綴 知事の挨拶文について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50.10.23
(決)昭50.11. 1

港湾課

4590 16 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
第１回静岡県地方港湾審議会提出議案書の送付に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50.11. 5
(決)昭50.11. 5
(施)昭50.11. 5

港湾課

4590 17 静岡県地方港湾審議会条例関係綴 静岡県地方港湾審議会の開催について 昭和５０年度
(起)昭50.10.17
(決)昭50.10.20
(施)昭50.10.21

港湾課

4590 18 静岡県地方港湾審議会条例関係綴 静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭50.10.21
(決)昭50.10.24
(施)昭50.10.24

港湾課

4590 19 静岡県地方港湾審議会条例関係綴 静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭50.10.18
(決)昭50.10.18
(施)昭50.10.18

港湾課

4590 20 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について（依
頼）

昭和５０年度
(起)昭50.10. 9
(決)昭50.10. 9
(施)昭50.10. 9

港湾課

4590 21 静岡県地方港湾審議会条例関係綴 静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭50.10. 7
(決)昭50.10. 7
(施)昭50.10. 7

港湾課

4590 22 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の委嘱換について（依
頼）

昭和５０年度
(起)昭50. 9.20
(決)昭50. 9.20
(施)昭50. 9.20

港湾課

4590 23 静岡県地方港湾審議会条例関係綴 静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 4
(決)昭50. 8. 5
(施)昭50. 8. 5

港湾課

4590 24 静岡県地方港湾審議会条例関係綴 静岡県地方港湾審議会委員の委嘱について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.18
(決)昭50. 7.19
(施)昭50. 7.21

港湾課

4590 25 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の任命について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.18
(決)昭50. 6.25

港湾課

4590 26 静岡県地方港湾審議会条例関係綴
静岡県地方港湾審議会委員の依頼について（伺
い）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.18
(決)昭50. 6.23
(施)昭50. 6.24

港湾課

4591 1
土地区画整理事業組合設立認可－
三島市川原ケ谷

特別参考図書　三島市川原ヶ谷土地区画整理組合
事業　計画図　（資料の写）

計画課

4592 1
掛川市金城土地区画整理組合設立
認可

掛川市金城土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和４８年度 (起)昭48.10. 8 計画課
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4592 2
掛川市金城土地区画整理組合設立
認可

印鑑証明願 昭和４８年度 (収)昭48.10. 5
掛川市金城土地
区画整理組合理
事長

4592 3
掛川市金城土地区画整理組合設立
認可

公印の届出について 昭和４８年度 (収)昭48. 9.20
掛川市金城土地
区画整理組合理
事長

4592 4
掛川市金城土地区画整理組合設立
認可

掛川市金城土地区画整理事業の事業計画縦覧完了
の届出について

昭和４８年度 (収)昭48. 7.21 掛川市長

4592 5
掛川市金城土地区画整理組合設立
認可

掛川市金城土地区画整理組合の設立認可について
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.12
(施)昭48. 7. 4

計画課

4593 1
静清広域都市計画番町西土地区画
整理事業計画変更計画書

静清広域都市計画事業番町西土地区画整理事業に
係る設計の概要の変更認可について

昭和４８年度
(起)昭48.10.12
(決)昭49. 1.14
(施)昭49. 1.14

計画課

4594 1
浜松市向平土地区画整理組合定款
及事業計画変更書

浜松市向平土地区画整理組合決算報告書の承認に
ついて（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.25
(決)昭48. 5. 7
(施)昭48. 5. 7

計画課

4594 2
浜松市向平土地区画整理組合定款
及事業計画変更書

浜松市向平土地区画整理組合の解散認可について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.14
(決)昭48. 3.19
(施)昭48. 3.20

計画課

4594 3
浜松市向平土地区画整理組合定款
及事業計画変更書

浜松市向平土地区画整理組合の解散総会に係員の
派遣方について（副審）

昭和４７年度 (収)昭48. 1.23 浜松市長

4594 4
浜松市向平土地区画整理組合定款
及事業計画変更書

浜松市向平土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 7.20
(決)昭47. 7.31
(施)昭47. 7.31

計画課

4595 1
沼津都市計画事業復興土地区画整
理事業計画書

沼津都市計画事業復興土地区画整理事業の設計の
概要及び施行規程の変更認可について

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 6
(決)昭46. 4. 9
(施)昭46. 4. 9

計画課

4596 1
浜松市西平土地区画整理事業計画
変更書類

資格証明及び印鑑証明願 昭和４６年度 (収)昭47. 1.31
浜松土地区画整
理協会

4596 2
浜松市西平土地区画整理事業計画
変更書類

浜松市西平土地区画整理組合の理事の氏名住所の
公告について（うかがい）

昭和４６年度
(起)昭46.11.18
(決)昭46.11.24
(施)昭46.11.24

計画課

4596 3
浜松市西平土地区画整理事業計画
変更書類

資格証明願 昭和４６年度 (収)昭46. 8.28
浜松市西平土地
区画整理組合理
事長

4596 4
浜松市西平土地区画整理事業計画
変更書類

浜松市西平土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭45.10.24
(決)昭45.11. 2
(施)昭45.11. 2

計画課

4597 1
袋井市久能土地区画整理組合事業
計画変更

資格証明願 昭和４８年度 (収)昭49. 3. 9
袋井市久能土地
区画整理組合理
事長

4597 2
袋井市久能土地区画整理組合事業
計画変更

袋井市久能土地区画整理組合事業計画変更の縦覧
について（報告）

昭和４７年度 (収)昭47. 8.14 袋井市長

4597 3
袋井市久能土地区画整理組合事業
計画変更

袋井市久能土地区画整理組合の事業計画変更につ
いて（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭47. 3.30
(決)昭47. 6.30
(施)昭47. 7. 1

計画課

4598 1
浜松市蒲北土地区画整理組合事業
計画変更

浜松市蒲北土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて

昭和４７年度 (起)昭47. 9.18 計画課

4599 1
下田市中地区土地区画整理事業計
画の変更認可

下田市中土地区画整理組合の事業計画の変更につ
いて（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.28
(決)昭48. 5.21
(施)昭48. 5.21

計画課
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4600 1
相良町波津地区土地区画整理事業
計画の変更認可

相良町波津土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.28
(施)昭48. 7.10

計画課

4601 1
掛川市下西郷地区土地区画整理事
業計画の変更認可

掛川市下西郷土地区画整理組合の事業計画の変更
認可について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 8
(決)昭49. 1.17

計画課

4602 1
富士市青島津田地区土地区画整理
事業計画の変更認可

岳南広域都市計画青島津田土地区画整理事業の事
業計画の変更認可について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 4.12
(施)昭49. 4.18

計画課

4603 1
島田市中央第二地区土地区画整理
事業計画の変更認可

島田・金谷広域都市計画島田中央第２地区土地区
画整理事業の事業計画変更認可について（伺い）

昭和４９年度 (起)昭49. 4. 8 計画課

4603 2
島田市中央第二地区土地区画整理
事業計画の変更認可

島田金谷広域都市計画島田中央第２地区土地区画
整理事業の事業計画変更に係る縦覧について（通
知）

昭和４８年度
(起)昭48.11.13
(決)昭48.11.13
(施)昭48.11.13

計画課

4603 3
島田市中央第二地区土地区画整理
事業計画の変更認可

島田金谷広域都市計画島田中央第２地区土地区画
整理事業の事業計画変更に係る事前協議について

昭和４８年度
(起)昭48.11. 1
(決)昭48.11. 9
(施)昭48.11. 9

計画課

4604 1
静岡市復興土地区画整理神明工区
（換地計画書）

静岡市復興土地区画整理神明工区の換地計画の認
可について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.20
(決)昭47. 9.25
(施)昭47. 9.25

計画課

4604 2
静岡市復興土地区画整理神明工区
（換地計画書）

換地処分した旨の届出 昭和４７年度 (収)昭47. 9.29 静岡市長

4605 1
東駿河湾広域都市計画事業沼津戦
復三枚橋工区換地計画書

東駿河湾広域都市計画事業復興土地区画整理事業
三枚橋工区の換地計画の認可について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 2.16
(決)昭49. 2.22
(施)昭49. 2.22

計画課

4605 2
東駿河湾広域都市計画事業沼津戦
復三枚橋工区換地計画書

換地処分通知完了届 昭和４８年度 (収)昭49. 3.14 沼津市長

4606 1
清水市大坪土地区画整理組合換地
計画書

大坪土地区画整理組合の換地処分について 昭和４８年度 (収)昭48.10. 3
清水市大坪土地
区画整理組合理
事長

4606 2
清水市大坪土地区画整理組合換地
計画書

清水市大坪土地区画整理事業の換地計画の認可に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 9.10
(決)昭48. 9.27
(施)昭48. 9.27

計画課

4607 1
静清広域都市計画事業静岡戦復番
町工区換地計画書

換地処分した旨の届出 昭和４８年度 (収)昭49. 3.12 静岡市長

4607 2
静清広域都市計画事業静岡戦復番
町工区換地計画書

静清広域都市計画事業復興土地区画整理事業番町
工区の換地計画の認可について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.22
(決)昭49. 3. 5
(施)昭49. 3. 5

計画課

4608 1
庵原広域都市計画蒲原下水路の決
定（事前協議）

庵原広域都市計画下水道の変更について（蒲原町
小金下水路）（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.11. 8
(決)昭46.11.20

計画課

4608 2
庵原広域都市計画蒲原下水路の決
定（事前協議）

庵原広域都市計画蒲原下水道の変更について（蒲
原町）

昭和４６年度
(起)昭46.10. 5
(決)昭46.10.16
(施)昭46.10.16

計画課

4609 1
静清広域都市計画（静岡市東新
田）土地区画整理事業の決定（事
前協議）

静清広域都市計画土地区画整理事業の決定につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 2
(決)昭48. 6.11

計画課

4610 1
志太広域都市計画道路変更承認申
請書（青木・藤枝線）

志太広域都市計画道路の変更について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10.13
(決)昭48.10.15

計画課

4611 1
狩野川流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第１章 自然的条件 昭和４８年度
日本上下水道建
設株式会社

4611 2
狩野川流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第２章 水質の状況 昭和４８年度
日本上下水道建
設株式会社
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4611 3
狩野川流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第３章 土地利用の現況と見通し 昭和４８年度
日本上下水道建
設株式会社

4611 4
狩野川流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第４章 人口および産業の動向 昭和４８年度
日本上下水道建
設株式会社

4611 5
狩野川流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第５章 水利用の現況と将来 昭和４８年度
日本上下水道建
設株式会社

4611 6
狩野川流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第６章 汚水量および水質の現況と見通し 昭和４８年度
日本上下水道建
設株式会社

4612 1
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第１章 自然的条件 昭和５０年度 静岡県

4612 2
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第２章 水質の状況 昭和５０年度 静岡県

4612 3
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第３章 土地利用の現況と見通し 昭和５０年度 静岡県

4612 4
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第４章 人口および産業の動向 昭和５０年度 静岡県

4612 5
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第５章 水利用の現況と将来 昭和５０年度 静岡県

4612 6
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第６章 汚水量および水質の現況と見通し 昭和５０年度 静岡県

4612 7
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第７章 計画下水量およびその算出の根拠 昭和５０年度 静岡県

4612 8
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第８章 下水および放流水の水質 昭和５０年度 静岡県

4612 9
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第９章 下水道の放流先の状況 昭和５０年度 静岡県

4612 10
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第10章 下水道整備計画 昭和５０年度 静岡県

4612 11
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第11章 下水道の整備と排水の規制による水質保
全効果

昭和５０年度 静岡県

4612 12
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第12章 関係市町村の意見の概要 昭和５０年度 静岡県

4612 13
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第13章 今後の検討課題 昭和５０年度 静岡県

4612 14
浜名湖流域別下水道整備総合計画
調査報告書

第14章 計画策定の組織と経過の概要 昭和５０年度 静岡県

4613 1 安倍口団地分筆登記
安倍口団地国有財産処分に伴う合筆登記及び地目
変更登記について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.27
(決)昭49. 2.28

住宅課

4613 2 安倍口団地分筆登記 土地合筆登記申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.25

住宅課

4613 3 安倍口団地分筆登記 県営安倍口団地の国有地整理について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 9
(決)昭48. 7.11

住宅課
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4613 4 安倍口団地分筆登記 静岡市備え付け地籍図の証明願いの申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 6
(決)昭48. 4.10

住宅課

4613 5 安倍口団地分筆登記 安倍口団地の土地の分筆について 昭和４７年度
(起)昭47. 3.29
(決)昭47. 4. 4

住宅課

4613 6 安倍口団地分筆登記
県営安倍口団地内国有地整理事務に伴なう分筆申
請について

昭和４７年度
(起)昭48. 2.28
(決)昭48. 3. 2

住宅課

4613 7 安倍口団地分筆登記 分筆申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.28
(決)昭48. 8.30

住宅課

4613 8 安倍口団地分筆登記
国有財産（土地）の交換契約締結に伴う土地の所
有権移転登記及び関係の登記について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.12. 4
(決)昭48.12. 5

住宅課

4614 1
安倍口団地行政財産用途廃止及び
交換

行政財産用途廃止及び交換について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.16
(決)昭47. 2.25

住宅課

4614 2
安倍口団地行政財産用途廃止及び
交換

土地交換契約書について 昭和４７年度
(起)昭47.10.23
(決)昭47.10.23
(施)昭47.10.23

住宅課

4615 1
国有財産（安倍口団地不動産外）
交換申請書

国有財産（土地）の交換契約締結について 昭和４８年度
(起)昭48.11.16
(決)昭48.11.21
(施)昭48.11.29

住宅課

4615 2
国有財産（安倍口団地不動産外）
交換申請書

国有財産（不動産）の交換申請について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.28
(決)昭48. 9.10
(施)昭48. 9.11

住宅課

4616 1 静岡市羽高団地用地交換関係綴 土地の交換に伴う行政財産の用途廃止について 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 6
(決)昭46. 7.14
(施)昭46. 7.14

住宅課

4617 1 富士住宅団地普通財産交換申請書 普通財産（不動産）交換申請書 昭和４８年度

4618 1 建設に要する法律等の通知書綴 計画通知検査済証 昭和５０年度 (収)昭50. 5.30 清水市建築主事

4618 2 建設に要する法律等の通知書綴 計画通知検査済証 昭和５０年度 (収)昭50. 5.16

4618 3 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 9.18

4618 4 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 9. 2

4618 5 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 9. 3

4618 6 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 9. 2

4618 7 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 8. 9

4618 8 建設に要する法律等の通知書綴
土地区画整理事業施行地区内における建築行為等
について

昭和４９年度 (収)昭49. 8. 9

4618 9 建設に要する法律等の通知書綴
土地区画整理事業施行地区内における建築行為等
について（許可）

昭和４９年度 (収)昭49. 6.22

4618 10 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 5.31
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4618 11 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 5.24

4618 12 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 5.31

4618 13 建設に要する法律等の通知書綴
土地区画整理事業施行地区内における建築行為等
について（許可）

昭和４９年度 (収)昭49. 5.21

4618 14 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 5.24

4618 15 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 5.14

4618 16 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４９年度 (収)昭49. 5. 7

4618 17 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭49. 3.29

4618 18 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11.14

4618 19 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11.14

4618 20 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11.14

4618 21 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11.14

4618 22 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11.20

4618 23 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11.20

4618 24 建設に要する法律等の通知書綴 団地の建築物の認是通知書 昭和４８年度

4618 25 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11. 7

4618 26 建設に要する法律等の通知書綴
土地区画整理事業施行地区内における建築行為等
について（許可）

昭和４８年度 (収)昭48. 9.27

4618 27 建設に要する法律等の通知書綴 団地の建築物の認是通知書 昭和４８年度 (収)昭48.11.17

4618 28 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11.14

4618 29 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11.14

4618 30 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48. 9. 5

4618 31 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48. 9.13
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4618 32 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48. 9.21

4618 33 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.11. 7

4618 34 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48. 9.21

4618 35 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48. 9.25

4618 36 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48. 9.12

4618 37 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48. 9.28

4618 38 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.10. 2

4618 39 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.10. 2

4618 40 建設に要する法律等の通知書綴
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和４８年度 (収)昭48.10. 1

4619 1 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭53. 1.18

4619 2 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53. 7. 4

4619 3 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53. 7. 4

4619 4 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.12.15

4619 5 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭54. 3.20

4619 6 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53. 9.20

4619 7 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度

4619 8 適合通知書（県住） 通知書 昭和５３年度 (収)昭54. 2.20 清水市消防長

4619 9 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭54. 2. 7

4619 10 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.12.27

4619 11 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.12.20

4619 12 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.11.18
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4619 13 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.12.12

4619 14 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.18

4619 15 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.18

4619 16 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.18

4619 17 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.18

4619 18 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.18

4619 19 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.18

4619 20 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.31

4619 21 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.18

4619 22 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53.10.14

4619 23 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53. 7.18

4619 24 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53. 7.18

4619 25 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53. 7. 4

4619 26 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53. 6.27

4619 27 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５３年度 (収)昭53. 6.27

4619 28 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭53. 1.31

4619 29 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.12.26

4619 30 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.12.26

4619 31 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.12.23

4619 32 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.11.29

4619 33 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.11.29
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4619 34 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.11.29

4619 35 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

4619 36 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

4619 37 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52.11.17

4619 38 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52. 7.25

4619 39 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52. 7.25

4619 40 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52. 7.25

4619 41 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52. 7. 6

4619 42 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５２年度 (収)昭52. 7. 7

4619 43 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５１年度 (収)昭52. 1.10

4619 44 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５１年度 (収)昭51.10.26

4619 45 適合通知書（県住） 計画通知検査済証 昭和５０年度 (収)昭50.12. 1

4619 46 適合通知書（県住） 計画通知検査済証 昭和５１年度 (収)昭51. 8. 4

4619 47 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５１年度 (収)昭51. 9.21

4619 48 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５１年度 (収)昭51. 8.14

4619 49 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５１年度 (収)昭51. 8.14

4619 50 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５１年度 (収)昭51. 8.14

4619 51 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５１年度 (収)昭51. 6. 5

4619 52 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５１年度 (収)昭51. 6.15

4619 53 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12.18

4619 54 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12.18
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4619 55 適合通知書（県住） 計画通知検査済証 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 3

4619 56 適合通知書（県住） 計画通知検査済証 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 3

4619 57 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭51. 3. 3

4619 58 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12. 1

4619 59 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12. 1

4619 60 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12. 1

4619 61 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12. 1

4619 62 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12. 1

4619 63 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12. 1

4619 64 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.12. 1

4619 65 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.11.28

4619 66 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.11.28

4619 67 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.11.11

4619 68 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50.11. 1

4619 69 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50. 9.30

4619 70 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50. 9. 8

4619 71 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50. 9.20

4619 72 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50. 8.22

4619 73 適合通知書（県住）
建築基準法第18条第３項の規定による適合する旨
の通知書

昭和５０年度 (収)昭50. 7.24

4620 1 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭46. 4.19 総務課

4620 2 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭46. 4.20 総務課
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4620 3 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭46. 4.19 総務課

4620 4 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 5.21 総務課

4620 5 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭46. 5. 4 総務課

4620 6 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 5. 8 総務課

4620 7 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 5.22 総務課

4620 8 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 7
(決)昭46. 6. 7

総務課

4620 9 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭46. 6.21 総務課

4620 10 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 6.25 総務課

4620 11 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 8 総務課

4620 12 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 9 総務課

4620 13 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 総務課

4620 14 議案綴（職員団体の登録等）
昭和46年度第15回定例人事委員会における議決事
項の施行について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭46. 8.23 総務課

4620 15 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46. 9. 8 総務課

4620 16 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46.10.11 総務課

4620 17 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 総務課

4620 18 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46.10.21 総務課

4620 19 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46.11. 8 総務課

4620 20 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46.11.27 総務課

4620 21 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 総務課

4620 22 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭46.12.22 総務課

4620 23 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（うかがい） 昭和４６年度 (起)昭46.12.23 総務課

664 ページ



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

4620 24 議案綴（職員団体の登録等） 議案提出について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.27
(決)昭47. 1.28

総務課

4620 25 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭47. 2.17 総務課

4620 26 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.23
(決)昭47. 3.25

総務課

4620 27 議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭47. 3.25 総務課

4620 28 議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について 昭和４６年度 (起)昭47. 3.30 総務課

4621 1 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第８回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.10
人事委員会総務
課

4621 2 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第８回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.13
人事委員会総務
課

4621 3 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第８回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.12
人事委員会総務
課

4621 4 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第８回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.20
人事委員会総務
課

4621 5 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第８回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.21
人事委員会総務
課

4621 6 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第９回定例会） 昭和４７年度 (決)昭47. 4.27
人事委員会総務
課

4621 7 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第９回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 5. 8
人事委員会総務
課

4621 8 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第９回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 5. 1
人事委員会総務
課

4621 9 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第10回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 5.18
人事委員会総務
課

4621 10 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第10回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 5.25
人事委員会総務
課

4621 11 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第11回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 6. 2
人事委員会総務
課

4621 12 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第11回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 6.10
人事委員会総務
課

4621 13 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第12回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 6.21
人事委員会総務
課

4621 14 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第12回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 6.23
人事委員会総務
課

4621 15 47議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第12回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 7.31
人事委員会総務
課

4621 16 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭47. 8.22
人事委員会総務
課
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4621 17 47議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第16回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 8.23
人事委員会総務
課

4621 18 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.18
(決)昭47. 9.19

人事委員会総務
課

4621 19 47議案綴（職員団体の登録等）
管理職員等の範囲に関連する組織及び職の変更に
ついて

昭和４７年度 (起)昭47. 4. 8
人事委員会総務
課

4621 20 47議案綴（職員団体の登録等） 管理職員等の職について（通知） 昭和４７年度 (収)昭47. 4.20
教育委員会教育
長

4621 21 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.26
人事委員会総務
課

4621 22 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.26
人事委員会総務
課

4621 23 47議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第18回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47. 9.26
人事委員会総務
課

4621 24 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭47.10. 9
人事委員会総務
課

4621 25 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭47.10. 9
人事委員会総務
課

4621 26 47議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第19回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47.10.14
人事委員会総務
課

4621 27 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭47.11. 7
人事委員会総務
課

4621 28 47議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第20回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47.11. 7
人事委員会総務
課

4621 29 47議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第21回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47.11.29
人事委員会総務
課

4621 30 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭47.12. 5
人事委員会総務
課

4621 31 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭47.12. 5
人事委員会総務
課

4621 32 47議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第22回定例会） 昭和４７年度 (起)昭47.12. 5
人事委員会総務
課

4621 33 47議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について 昭和４７年度 (起)昭48. 1. 9
人事委員会総務
課

4621 34 47議案綴（職員団体の登録等） 委員会報告事項について 昭和４７年度
人事委員会総務
課

4622 1 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和49年臨時人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 2 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和49年第４回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 3 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和49年第３回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課
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4622 4 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和49年第２回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 5 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和49年定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 6 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第21回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 7 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年臨時人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 8 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第20回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 9 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第19回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 10 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第18回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 11 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第16回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 12 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第15回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 13 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第14回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 14 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年臨時人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 15 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第13回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 16 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第12回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 17 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第11回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 18 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第10回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 19 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第９回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 20 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第８回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4622 21 48議案綴（職員団体の登録等） 昭和48年第７回定例人事委員会 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4623 1 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第８回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 4.15
(決)昭49. 4.17

人事委員会総務
課

4623 2 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第８回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 4.22
(決)昭49. 4.23

人事委員会総務
課

4623 3 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第８回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 4.25
(決)昭49. 4.25

人事委員会総務
課
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4623 4 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第９回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 4
(決)昭49. 5. 7

人事委員会総務
課

4623 5 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第９回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 5. 7
(決)昭49. 5. 8

人事委員会総務
課

4623 6 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第10回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 5.20
(決)昭49. 5.21

人事委員会総務
課

4623 7 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第10回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 5.25
(決)昭49. 5.27

人事委員会総務
課

4623 8 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第11回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 6
(決)昭49. 6. 6

人事委員会総務
課

4623 9 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第11回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.11
(決)昭49. 6.14

人事委員会総務
課

4623 10 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第12回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.23
(決)昭49. 6.24

人事委員会総務
課

4623 11 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第12回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.25
(決)昭49. 6.26

人事委員会総務
課

4623 12 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第17回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 2
(決)昭49. 9. 6

人事委員会総務
課

4623 13 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第17回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 6
(決)昭49. 9. 7

人事委員会総務
課

4623 14 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第18回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.24
(決)昭49. 9.24

人事委員会総務
課

4623 15 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第18回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.25
(決)昭49. 9.25

人事委員会総務
課

4623 16 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第19回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.10. 3
(決)昭49.10. 7

人事委員会総務
課

4623 17 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第19回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.10.11
(決)昭49.10.14

人事委員会総務
課

4623 18 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第20回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.22

人事委員会総務
課

4623 19 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第20回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.10.23
(決)昭49.10.24

人事委員会総務
課

4623 20 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第21回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.11. 5
(決)昭49.11. 6

人事委員会総務
課

4623 21 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第21回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.10.30
(決)昭49.10.31

人事委員会総務
課

4623 22 49議案綴（職員団体の登録等） 議決事項の施行について（第21回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.11. 9
(決)昭49.11.13

人事委員会総務
課

4623 23 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第22回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.11.16
(決)昭49.11.18

人事委員会総務
課

4623 24 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第24回定例会） 昭和４９年度
(起)昭49.12.21
(決)昭49.12.23

人事委員会総務
課
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4623 25 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第４回定例会） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 4
(決)昭50. 3. 4

人事委員会総務
課

4623 26 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第５回定例会） 昭和４９年度
(起)昭50. 3.22
(決)昭50. 3.24

人事委員会総務
課

4623 27 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第５回定例会） 昭和４９年度
(起)昭50. 3.28
(決)昭50. 3.28

人事委員会総務
課

4623 28 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第７回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 4.22
(決)昭50. 4.24

人事委員会総務
課

4623 29 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第８回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 4.30
(決)昭50. 5. 1

人事委員会総務
課

4623 30 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第９回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 5.19

人事委員会総務
課

4623 31 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第10回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 5.31
(決)昭50. 6. 2

人事委員会総務
課

4623 32 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第10回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 5.31
(決)昭50. 6. 2

人事委員会総務
課

4623 33 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第12回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 7. 2
(決)昭50. 7. 5

人事委員会総務
課

4623 34 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第15回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 2
(決)昭50. 9. 3

人事委員会総務
課

4623 35 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第16回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 9.22
(決)昭50. 9.23

人事委員会総務
課

4623 36 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第16回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50. 9.17
(決)昭50. 9.19

人事委員会総務
課

4623 37 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第17回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50.10. 1
(決)昭50.10. 2

人事委員会総務
課

4623 38 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第18回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50.10.18
(決)昭50.10.18

人事委員会総務
課

4623 39 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第19回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50.11.15
(決)昭50.11.20

人事委員会総務
課

4623 40 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第20回定例会） 昭和５０年度
(起)昭50.12.22
(決)昭50.12.25

人事委員会総務
課

4623 41 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第２回定例会） 昭和５０年度
(起)昭51. 1.23
(決)昭51. 1.26

人事委員会総務
課

4623 42 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第３回定例会） 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 2
(決)昭51. 2. 2

人事委員会総務
課

4623 43 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第５回定例会） 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 2
(決)昭51. 3. 5

人事委員会総務
課

4623 44 49議案綴（職員団体の登録等） 議案の提出について（第５回定例会） 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3. 6

人事委員会総務
課
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4623 45 49議案綴（職員団体の登録等）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.24
(決)昭51. 5.27

人事委員会総務
課

4623 46 49議案綴（職員団体の登録等）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５１年度 (起)昭51. 7.29
人事委員会総務
課

4624 1
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第７回定例会） 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 2
(決)昭48. 4. 2

人事委員会総務
課

4624 2
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.26
人事委員会総務
課

4624 3
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.26
人事委員会総務
課

4624 4
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.26
人事委員会総務
課

4624 5
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.26
人事委員会総務
課

4624 6
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.26
人事委員会総務
課

4624 7
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.26
人事委員会総務
課

4624 8
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度 (起)昭48. 4.26
人事委員会総務
課

4624 9
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第８回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 4.27
人事委員会総務
課

4624 10
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第９回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.24
人事委員会総務
課

4624 11
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第９回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 6. 4
人事委員会総務
課

4624 12
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第11回定例会） 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4624 13
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第11回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 6.22
人事委員会総務
課

4624 14
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第12回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 7. 6
人事委員会総務
課

4624 15
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第12回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.13
人事委員会総務
課

4624 16
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.28
(決)昭48. 8.28

人事委員会総務
課

4624 17
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

管理職員等の範囲に含まれる職の変更について 昭和４８年度 (収)昭48. 5.18
人事委員会総務
課

4624 18
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

組織の変更等について（通知） 昭和４８年度 (収)昭48. 4.16
教育委員会教育
長
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4624 19
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第14回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 9. 3
人事委員会総務
課

4624 20
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第14回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 9. 9
人事委員会総務
課

4624 21
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第15回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 9.18
人事委員会総務
課

4624 22
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第15回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48. 9.25
人事委員会総務
課

4624 23
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第16回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.10. 2
人事委員会総務
課

4624 24
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第16回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.10. 8
人事委員会総務
課

4624 25
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（臨時定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.10.11
人事委員会総務
課

4624 26
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（臨時定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.10.11
人事委員会総務
課

4624 27
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第18回定例会） 昭和４８年度
人事委員会総務
課

4624 28
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第18回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.11.10
人事委員会総務
課

4624 29
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第19回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.11.22
人事委員会総務
課

4624 30
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第19回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.11.27
人事委員会総務
課

4624 31
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第20回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.12.  
人事委員会総務
課

4624 32
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第20回定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.12. 7
人事委員会総務
課

4624 33
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（臨時定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.12.18
人事委員会総務
課

4624 34
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（臨時定例会） 昭和４８年度 (起)昭48.12.19
人事委員会総務
課

4624 35
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第３回定例会） 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 2
人事委員会総務
課

4624 36
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第３回定例会） 昭和４８年度 (起)昭49. 2. 6
人事委員会総務
課

4624 37
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について（第４回定例会） 昭和４８年度 (起)昭49. 2.21
人事委員会総務
課

4624 38
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議決事項の施行について（第４回定例会） 昭和４８年度 (起)昭49. 2.22
人事委員会総務
課

4624 39
議案綴（職員団体登録事項の変
更）

議案の提出について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.30
人事委員会総務
課
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4625 1 議案綴（公平委員会関係） 公平委員会の事務の受託に関する意見について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.30
(決)昭51. 5.10
(施)昭51. 5.17

人事委員会総務
課

4625 2 議案綴（公平委員会関係） 昭和61年第10回定例人事委員会 昭和６１年度
人事委員会総務
課

4625 3 議案綴（公平委員会関係） 一部事務組合の公平委員会の事務の受託について 昭和５１年度 (収)昭51. 8. 9
人事委員会総務
課

4625 4 議案綴（公平委員会関係）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.19
(決)昭52. 4.26

人事委員会総務
課

4625 5 議案綴（公平委員会関係） 公平委員会の事務の受託に関する意見について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.26
(決)昭52. 6. 8
(施)昭52. 6. 9

人事委員会総務
課

4625 6 議案綴（公平委員会関係） 公平委員会の事務の受託に係る経費について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.26
(決)昭52. 6. 8
(施)昭52. 6. 9

人事委員会総務
課

4625 7 議案綴（公平委員会関係） 公平委員会の事務の受託に関する意見について 昭和５２年度
(起)昭52.11. 2
(決)昭52.11. 7
(施)昭52.11. 8

人事委員会総務
課

4625 8 議案綴（公平委員会関係） 公平委員会の事務の受託に係る経費について 昭和５２年度
(起)昭52.11. 2
(決)昭52.11. 7
(施)昭52.11. 8

人事委員会総務
課

4625 9 議案綴（公平委員会関係）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５２年度
(起)昭52.11.12
(決)昭52.11.28
(施)昭52.11.28

人事委員会総務
課

4625 10 議案綴（公平委員会関係） 職員団体解散届 昭和５２年度 (収)昭53. 3.10
焼津中央高等学
校職員組合

4625 11 議案綴（公平委員会関係）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５２年度 (起)昭53. 3.22
人事委員会総務
課

4625 12 議案綴（公平委員会関係） 職員団体の登録について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 8
(決)昭53. 5.29
(施)昭53. 5.29

人事委員会総務
課

4625 13 議案綴（公平委員会関係） 職員団体の登録について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.29
(決)昭53. 5.29
(施)昭53. 5.29

人事委員会総務
課

4625 14 議案綴（公平委員会関係）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.24

人事委員会総務
課

4625 15 議案綴（公平委員会関係）
公平委員会事務の委託を受けている一部事務組合
の解散について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.14
人事委員会総務
課

4625 16 議案綴（公平委員会関係）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５４年度 (起)昭54. 7. 4
人事委員会総務
課

4625 17 議案綴（公平委員会関係）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５４年度 (起)昭54. 7. 9
人事委員会総務
課

4625 18 議案綴（公平委員会関係） 公平委員会の事務の受託に関する意見について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.15
(決)昭54. 5.28
(施)昭54. 5.28

人事委員会総務
課

4625 19 議案綴（公平委員会関係） 公平委員会の事務の受託に係る経費について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 5
(決)昭54. 9.12
(施)昭54. 9.12

人事委員会総務
課

672 ページ



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

4625 20 議案綴（公平委員会関係） 職員団体の登録について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.12
人事委員会総務
課

4625 21 議案綴（公平委員会関係） 職員団体の登録について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.19
(決)昭54. 9.19
(施)昭54. 9.19

人事委員会総務
課

4625 22 議案綴（公平委員会関係）
静岡県に公平委員会事務を委託した地方公共団体
の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す
る規則の制定について

昭和５４年度 (起)昭54.10. 1
人事委員会総務
課

4626 1
学校等の施設の投票所使用の便宜
供与等について

学校等の施設の投票所使用について 昭和３４年度
(起)昭34. 4.15
(決)昭34. 4.16

教育委員会総務
課

4626 2
学校等の施設の投票所使用の便宜
供与等について

地方選挙の投票当日の便宜供与について 昭和３４年度 (収)昭34. 4.22 文部事務次官

4626 3
学校等の施設の投票所使用の便宜
供与等について

教職員の選挙運動等について 昭和３４年度 (起)昭34. 4. 9
教育委員会総務
課

4626 4
学校等の施設の投票所使用の便宜
供与等について

参議院議員通常選挙の投票当日の便宜供与につい
て

昭和３４年度 (起)昭34. 5.27
教育委員会総務
課

4627 1 博物館相当施設等関係綴 博物館に相当する施設の指定について（通知） 昭和４６年度 (収)昭46. 6.14
文部省社会教育
局長

4627 2 博物館相当施設等関係綴
昭和48年度　博物館相当施設の指定申請について
（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.21
(決)昭49. 2. 1
(施)昭49. 2. 1

教育委員会社会
教育課

4627 3 博物館相当施設等関係綴
「公立博物館の設置及び運営に関する基準」の告
示について（通知）

昭和４８年度
(起)昭48.12.21
(決)昭48.12.24
(施)昭48.12.24

教育委員会社会
教育課

4627 4 博物館相当施設等関係綴
昭和46年度　博物館相当施設の指定について（う
かがい）

昭和４６年度
(起)昭47. 2.24
(決)昭47. 3. 2
(施)昭47. 3. 3

教育委員会社会
教育課

4627 5 博物館相当施設等関係綴 県内の博物館相当施設の名称（個票）
教育委員会社会
教育課

4628 1 港湾事業統計調査綴 昭和63年度「港湾事業統計調査」について 昭和６３年度 (起)昭63.12.19 港湾課

4628 2 港湾事業統計調査綴
昭和62年度「港湾事業統計調査」について（回
答）

昭和６２年度
(起)昭62.12.12
(決)昭62.12.15
(施)昭62.12.16

港湾課

4628 3 港湾事業統計調査綴
昭和61年度「港湾事業統計調査」について（回
答）

昭和６１年度
(起)昭61.12.22
(決)昭61.12.24
(施)昭61.12.25

港湾課

4628 4 港湾事業統計調査綴 昭和60年度「港湾事業統計調査」について 昭和６０年度 (起)昭60.12.23 港湾課

4628 5 港湾事業統計調査綴 昭和59年度「港湾事業統計調査」について 昭和５９年度
(起)昭59.12.19
(決)昭59.12.20

港湾課

4628 6 港湾事業統計調査綴 昭和58年度「港湾事業統計調査」について 昭和５８年度
(起)昭58.12. 8
(決)昭58.12.15

港湾課

4628 7 港湾事業統計調査綴 昭和57年度「港湾事業統計調査」について 昭和５７年度 (起)昭57.11.24 港湾課

4628 8 港湾事業統計調査綴 昭和57年度「港湾事業統計調査」について 昭和５７年度 港湾課
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4628 9 港湾事業統計調査綴
昭和56年度「港湾事業統計調査」について（回
答）

昭和５６年度 (起)昭56.11.25 港湾課

4628 10 港湾事業統計調査綴 昭和55年度「港湾事業統計調査」について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 2 港湾課

4628 11 港湾事業統計調査綴 昭和55年度「港湾事業統計調査」について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.16
(決)昭55. 9.20
(施)昭55. 9.21

港湾課

4628 12 港湾事業統計調査綴 昭和54年度「港湾事業統計調査」について 昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.10

港湾課

4628 13 港湾事業統計調査綴 昭和54年度「港湾事業統計調査」について 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 港湾課

4628 14 港湾事業統計調査綴 昭和53年度「港湾事業統計調査」について 昭和５３年度
(起)昭53.11.29
(決)昭53.12. 4
(施)昭53.12. 4

港湾課

4628 15 港湾事業統計調査綴 昭和53年度「港湾事業統計調査」について 昭和５３年度
(起)昭53.10.24
(決)昭53.10.30

港湾課

4628 16 港湾事業統計調査綴 昭和52年度「港湾事業統計調査」について 昭和５２年度
(起)昭52.11.28
(決)昭52.11.29

港湾課

4628 17 港湾事業統計調査綴
昭和52年度「港湾事業統計調査」について（依
頼）

昭和５２年度 (起)昭52.10. 5 港湾課

4628 18 港湾事業統計調査綴 昭和52年度「港湾事業統計調査」の委託について 昭和５２年度
(起)昭52.10. 5
(決)昭52.11.29

港湾課

4628 19 港湾事業統計調査綴 昭和51年度「港湾事業統計調査」について 昭和５１年度
(起)昭51.11.24
(決)昭51.11.26
(施)昭51.11.26

港湾課

4628 20 港湾事業統計調査綴
昭和51年度「港湾事業統計調査」について（依
頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.13
(決)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.17

港湾課

4628 21 港湾事業統計調査綴 昭和51年度「港湾事業統計調査」の委託について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.13
(決)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.17

港湾課

4628 22 港湾事業統計調査綴 昭和50年度「港湾事業統計調査」について 昭和５０年度
(起)昭50.11.26
(決)昭50.11.27
(施)昭50.11.29

港湾課

4628 23 港湾事業統計調査綴 昭和50年度港湾事業統計調査について（依頼） 昭和５０年度 (起)昭50.11. 4 港湾課

4628 24 港湾事業統計調査綴
昭和50年度「港湾事業統計調査」委託金の改定に
ついて

昭和５０年度
(起)昭51. 2.14
(決)昭51. 2.19
(施)昭51. 2.20

港湾課

4628 25 港湾事業統計調査綴 昭和50年度「港湾事業統計調査」委託について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.15
(決)昭50. 8.15
(施)昭50. 8.26

港湾課

4629 1
土地改良区設立認可綴（沼津市鳥
谷長尾土地改良区1774号）

土地改良区設立認可について 昭和４６年度
(起)昭46.12.21
(決)昭47. 2. 5

団体営事業課

4629 2
土地改良区設立認可綴（沼津市鳥
谷長尾土地改良区1774号）

土地改良区の設立について 昭和４６年度
(起)昭46.10.19
(決)昭46.10.22

団体営事業課

4630 1
土地改良区設立認可綴（静岡市長
田南総畑土地改良区1730号）

土地改良区設立認可について 昭和４６年度
(起)昭46.12. 9
(決)昭46.12.11

団体営事業課

4630 2
土地改良区設立認可綴（静岡市長
田南総畑土地改良区1730号）

土地改良区の設立について 昭和４６年度
(起)昭46.10.18
(決)昭46.10.22

団体営事業課
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4631 1
土地改良区設立認可綴（富士市岳
南土地改良区1820号）

土地改良区設立認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 8
(決)昭47. 4.10
(施)昭47. 4.21

団体営事業課

4631 2
土地改良区設立認可綴（富士市岳
南土地改良区1820号）

土地改良区の設立について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.15
(決)昭47. 2.16

団体営事業課

4632 1
土地改良区設立認可綴（焼津市高
草土地改良区1840号）

土地改良区設立認可について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.27
(決)昭47. 5.29
(施)昭47. 6. 2

団体営事業課

4632 2
土地改良区設立認可綴（焼津市高
草土地改良区1840号）

土地改良区の設立について 昭和４６年度 (起)昭47. 3.31 団体営事業課

4633 1
土地改良事業認可綴（湖西市吉美
土地改良区）

新規土地改良事業施行及び定款変更認可について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.25
(決)昭47. 1.29

団体営事業課

4633 2
土地改良事業認可綴（湖西市吉美
土地改良区）

新規土地改良事業施行及び定款変更について 昭和４６年度
(起)昭46.11.18
(決)昭46.11.25

団体営事業課

4634 1
土地改良事業認可綴（島田市神座
土地改良区）

新規土地改良事業施行及び定款変更認可について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.30
(決)昭47. 3.31

団体営事業課

4634 2
土地改良事業認可綴（島田市神座
土地改良区）

新規土地改良事業施行及び定款変更について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.27
(決)昭47. 1.31

団体営事業課

4635 1
市町村営土地改良事業認可（函南
町1691）

町営土地改良事業について（認可） 昭和４６年度
(起)昭46.10. 2
(決)昭46.10. 5

団体営事業課

4635 2
市町村営土地改良事業認可（函南
町1691）

市町村営土地改良事業について（通知） 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 5
(決)昭46. 8. 7

団体営事業課

4636 1
市町村営土地改良事業認可（函南
町1736）

町営土地改良事業について（認可） 昭和４６年度
(起)昭46.12.21
(決)昭46.12.27

団体営事業課

4636 2
市町村営土地改良事業認可（函南
町1736）

市町村営土地改良事業について（通知） 昭和４６年度
(起)昭46.10.19
(決)昭46.10.22

団体営事業課

4637 1
市町村営土地改良事業認可（相良
町菅山地区1766：団体営畑地総合
整備）

町営土地改良事業について（認可） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.11
(決)昭47. 2.14

団体営事業課

4637 2
市町村営土地改良事業認可（相良
町菅山地区1766：団体営畑地総合
整備）

市町村営土地改良事業について（通知） 昭和４６年度
(起)昭46.12.18
(決)昭46.12.21

団体営事業課

4638 1
河川法による県営かんがい排水事
業許可通知、変更申請、変更許可
通知（韮山地区）

河川法第23条・第24条・第26条の許可の変更申請
について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11.27
(決)昭49.11.27

農地企画課

4639 1
河川法による県営かんがい排水事
業完了届（韮山地区）

狩野川水系狩野川における水利使用に関する河川
法第23条・第24条及び第26条の許可に伴う念書に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50.11.22
(決)昭50.11.27
(施)昭50.11.27

農地企画課

4639 2
河川法による県営かんがい排水事
業完了届（韮山地区）

韮山地区水利使用許可に係る工事完成検査申請に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 9
(決)昭50. 9.17
(施)昭50. 9.17

農地企画課

4640 1
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅰ 総　括 昭和４８年度 農地企画課

4640 2
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅱ 気　象 昭和４８年度 農地企画課
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4640 3
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅳ 土地状況 昭和４８年度 農地企画課

4640 4
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅴ 道　路 昭和４８年度 農地企画課

4640 5
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅵ 区画整理事業 昭和４８年度 農地企画課

4640 6
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅶ 施工計画 昭和４８年度 農地企画課

4640 7
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅷ 事業費 昭和４８年度 農地企画課

4640 8
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅸ 別途関連事業 昭和４８年度 農地企画課

4640 9
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

Ⅹ 効用等 昭和４８年度 農地企画課

4640 10
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

ⅩⅠ 工事費内訳表 昭和４８年度 農地企画課

4640 11
県営畑地帯総合土地改良事業計画
書（函南東部地区）

ⅩⅡ 標準断面図 昭和４８年度 農地企画課

4641 1
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）決定通知書、申請書

国営土地改良事業（浜名湖北部地区）により造成
される施設の管理に関する確認書

昭和５０年度
(起)昭50. 7.15
(決)昭50. 7.19

農地企画課

4641 2
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）決定通知書、申請書

国営浜名湖北部土地改良事業の施行申請について
（回答）

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 9
(決)昭51. 3.10
(施)昭51. 3.10

農地企画課

4641 3
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）決定通知書、申請書

国営土地改良事業（浜名湖北部地区）の施行申請
について

昭和５０年度 (起)昭50. 9.26 農地企画課

4642 1
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（１／４）

同意署名簿（浜松市） 昭和５０年度

4642 2
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（１／４）

同意署名簿（細江町） 昭和５０年度

4642 3
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（１／４）

同意署名簿（三ヶ日町） 昭和５０年度

4642 4
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（１／４）

同意署名簿（引佐町） 昭和５０年度

4642 5
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（１／４）

国営土地改良事業（浜名湖北部）により造成され
た施設の予定管理方法等に係る協議及び内諾につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 8
(決)昭50. 7.15
(施)昭50. 7.22

農地企画課

4643 1
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（２／４）

同意署名簿（浜北市） 昭和５２年度

4643 2
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（２／４）

同意署名簿（浜松市） 昭和５２年度

4644 1
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（３／４）

同意署名簿（浜松市） 昭和５２年度

676 ページ



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

4645 1
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（４／４）

同意署名簿（細江町） 昭和５２年度

4645 2
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（４／４）

同意署名簿（雄踏町、舞阪町） 昭和５２年度

4645 3
国営畑地かんがい排水事業（浜名
湖北部）同意署名簿（４／４）

同意署名簿（浅羽町） 昭和５２年度

4646 1 昭和放水路管理綴 昭和放水路の管理について 昭和５４年度

4646 2 昭和放水路管理綴 昭和放水路樋門に関する打合せ会開催について 昭和５０年度 (収)昭50. 7.21
富士市土地改良
課

4646 3 昭和放水路管理綴
県営湛水防除事業施行中における昭和放水路樋門
及び海岸暗渠施設の管理規程について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.30
(決)昭50. 6. 1
(施)昭50. 6. 1

農地企画課

4646 4 昭和放水路管理綴 昭和放水路現況樋門の管理について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.14
(決)昭50. 5.17
(施)昭50. 5.17

農地企画課

4646 5 昭和放水路管理綴
復命書（県営湛水防除事業施行中における昭和放
水路ひ門等管理打合せ）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.30 農地企画課

4646 6 昭和放水路管理綴
県営湛水防除事業施行中における昭和放水路ひ門
等施設の管理打合せについて

昭和５０年度
(起)昭50. 5.17
(決)昭50. 5.20
(施)昭50. 5.20

農地企画課

4646 7 昭和放水路管理綴 復命書（昭和放水路第１樋門の管理について） 昭和５０年度 (起)昭50. 4.28 農地企画課

4646 8 昭和放水路管理綴 昭和放水路現況樋門の管理について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.24
(決)昭50. 3.24
(施)昭50. 3.24

農地管理課

4646 9 昭和放水路管理綴
復命書（湛防事業施行中の昭和放水路の管理につ
いて）

昭和４９年度 (起)昭49. 9.10 農地管理課

4646 10 昭和放水路管理綴
７.７集中豪雨による昭和放水路管理と被害補償
請求について

昭和４９年度 (収)昭49. 8.30 富士市長他

4646 11 昭和放水路管理綴
昭和放水路県営湛水防除事業施行中における樋門
等施設の管理打合会開催について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.26
(決)昭49. 8.28
(施)昭49. 8.28

農地管理課

4646 12 昭和放水路管理綴
昭和放水路樋門等施設の維持管理に関する覚書
（写）の送付について

昭和４９年度
(起)昭49. 8.21
(決)昭49. 8.21
(施)昭49. 8.21

農地管理課

4646 13 昭和放水路管理綴
昭和放水路樋門の維持管理についての覚書の交換
について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.13
(決)昭49. 8.16
(施)昭49. 8.16

農地管理課

4646 14 昭和放水路管理綴 復命書（昭和放水路応急工事計画について） 昭和４９年度 (起)昭49. 8. 5 農地管理課

4647 1 静岡用水関係綴 復命書（静岡用水水利権更新申請打合せ会議） 昭和４６年度 (起)昭46. 7.15 県営事業課

4647 2 静岡用水関係綴 復命書（静岡用水水利権許可更新申請打合せ） 昭和４６年度 (起)昭46.10.21 県営事業課

4648 1
県営施行法手続（農地保全：原西
部・原第二地区、原第三地区、原
地区）

県営土地改良事業計画の決定について（伺）（県
営農地保全事業：原西部、原第２地区）

昭和４７年度
(起)昭47.12.13
(決)昭47.12.15
(施)昭47.12.15

団体営事業課
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4648 2
県営施行法手続（農地保全：原西
部・原第二地区、原第三地区、原
地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.14
(決)昭47.10. 3
(施)昭47.10. 4

団体営事業課

4648 3
県営施行法手続（農地保全：原西
部・原第二地区、原第三地区、原
地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 6
(決)昭47. 3.13
(施)昭47. 3.13

団体営事業課

4648 4
県営施行法手続（農地保全：原西
部・原第二地区、原第三地区、原
地区）

県営土地改良事業計画の決定について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 8
(決)昭48. 5. 9

農地管理課

4648 5
県営施行法手続（農地保全：原西
部・原第二地区、原第三地区、原
地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について

昭和４７年度
(起)昭48. 3.10
(決)昭48. 3.19
(施)昭48. 3.19

団体営事業課

4648 6
県営施行法手続（農地保全：原西
部・原第二地区、原第三地区、原
地区）

県営農地保全事業原第３地区の県営事業施行申請
について（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.12
(決)昭48. 3.15
(施)昭48. 3.15

団体営事業課

4648 7
県営施行法手続（農地保全：原西
部・原第二地区、原第三地区、原
地区）

県営土地改良事業（農地保全事業原地区）の計画
決定等について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48.11.12
(決)昭48.11.13

農地管理課

4649 1
県営施行法手続（農免道路：富士
市・富士宮市次郎長地区、袋井市
三川地区）

県営土地改良事業計画の決定について（伺）（県
営農免農道事業、次郎長地区）

昭和４７年度
(起)昭47.12.13
(決)昭47.12.15
(施)昭47.12.16

団体営事業課

4649 2
県営施行法手続（農免道路：富士
市・富士宮市次郎長地区、袋井市
三川地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について

昭和４７年度
(起)昭47.10. 6
(決)昭47.10.21
(施)昭47.10.23

団体営事業課

4649 3
県営施行法手続（農免道路：富士
市・富士宮市次郎長地区、袋井市
三川地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.27
(決)昭47. 6.30
(施)昭47. 6.30

団体営事業課

4649 4
県営施行法手続（農免道路：富士
市・富士宮市次郎長地区、袋井市
三川地区）

県営土地改良事業計画の決定について（伺）（県
営農免農道事業、三川地区）

昭和４７年度
(起)昭47.10.11
(決)昭47.10.21
(施)昭47.10.21

団体営事業課

4649 5
県営施行法手続（農免道路：富士
市・富士宮市次郎長地区、袋井市
三川地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について

昭和４７年度
(起)昭47. 8.18
(施)昭47. 8.23

団体営事業課

4649 6
県営施行法手続（農免道路：富士
市・富士宮市次郎長地区、袋井市
三川地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.27
(決)昭47. 6.30
(施)昭47. 6.30

団体営事業課

4650 1
県営施行法手続（変更）（かんが
い用排水：島田市伊太谷地区外２
市３町１組合）

県営土地改良事業（かん排、伊太谷川）の計画変
更に伴う諸手続について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.26
(決)昭50.10. 3

農地管理課

4651 1
県営施行法手続（かんがい用排
水：藤枝市栃山川上流地区外２
市）

県営土地改良事業（かんがい排水事業栃山川上流
地区）の計画決定について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭49. 2. 2
(決)昭49. 2. 9

農地管理課

4652 1
県営土地改良事業計画の決定（県
営畑総事業　高草・岡部東部地
区）

県営土地改良事業計画の決定について（県営畑総
事業:高草・岡部東部地区）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.13
(決)昭47. 7.20
(施)昭47. 7.24

団体営事業課

4652 2
県営土地改良事業計画の決定（県
営畑総事業　高草・岡部東部地
区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について（県営畑総事業:高草・岡部東
部地区）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.11
(決)昭47. 5.17
(施)昭47. 5.17

団体営事業課
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4653 1
県営土地改良事業計画の決定（湛
水防除事業　志太南部地区）

県営土地改良事業計画の決定について（県営湛水
防除事業:志太南部地区）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.13
(決)昭47. 7.20
(施)昭47. 7.21

団体営事業課

4653 2
県営土地改良事業計画の決定（湛
水防除事業　志太南部地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について（湛水防除事業:志太南部地
区）

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 4
(決)昭47. 5.15
(施)昭47. 5.16

団体営事業課

4653 3
県営土地改良事業計画の決定（湛
水防除事業　志太南部地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について（昭和47年度新規採択、県営湛水防
除事業:志太南部地区）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.23
(施)昭47. 3.23

団体営事業課

4653 4
県営土地改良事業計画の決定（湛
水防除事業　志太南部地区）

県営土地改良事業計画の決定について（県営湛水
防除事業:浜松南部地区）

昭和４７年度
(起)昭47.12.13
(決)昭47.12.18
(施)昭47.12.18

団体営事業課

4653 5
県営土地改良事業計画の決定（湛
水防除事業　志太南部地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について（県営湛水防除事業:浜松南部
地区）

昭和４７年度
(起)昭47.10.17
(決)昭47.10.26
(施)昭47.10.26

団体営事業課

4653 6
県営土地改良事業計画の決定（湛
水防除事業　志太南部地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について（県営湛水防除事業:浜松南部地
区）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.14
(決)昭47. 4.19
(施)昭47. 4.19

団体営事業課

4653 7
県営土地改良事業計画の決定（湛
水防除事業　志太南部地区）

県営土地改良事業（湛水防除事業:沼津西部地
区）の計画決定について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 9
(決)昭49. 1.10
(施)昭49. 1.14

農地管理課

4653 8
県営土地改良事業計画の決定（湛
水防除事業　志太南部地区）

県営土地改良事業（湛水防除事業:船明地区）の
計画決定について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10.13
(施)昭48.10.15

農地管理課

4654 1
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市城北地区、富士宮市富士根
地区、小笠郡大浜地区）

県営土地改良事業計画の決定について（県営畑総
事業:城北地区）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.10
(決)昭47. 7.20
(施)昭47. 7.24

団体営事業課

4654 2
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市城北地区、富士宮市富士根
地区、小笠郡大浜地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について（県営畑総事業:城北地区）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.25
(決)昭47. 5. 8
(施)昭47. 5. 8

団体営事業課

4654 3
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市城北地区、富士宮市富士根
地区、小笠郡大浜地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について（県営畑地帯総合土地改良事業:城
北地区）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.14
(決)昭47. 4.19
(施)昭47. 4.19

団体営事業課

4654 4
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市城北地区、富士宮市富士根
地区、小笠郡大浜地区）

県営土地改良事業（畑総事業:富士根地区）の計
画決定等について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 6.18
(決)昭48. 6.19
(施)昭48. 6.19

農地管理課

4654 5
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市城北地区、富士宮市富士根
地区、小笠郡大浜地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について（県営畑総事業:富士根地区）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.14
(決)昭48. 5.19
(施)昭48. 5.21

農地管理課

4654 6
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市城北地区、富士宮市富士根
地区、小笠郡大浜地区）

県営土地改良事業（畑地帯総合土地改良事業:大
浜地区）の計画決定等について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 6
(決)昭48. 6.12
(施)昭48. 6.12

農地管理課

4654 7
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市城北地区、富士宮市富士根
地区、小笠郡大浜地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について（県営畑総合事業:大浜地区）

昭和４８年度
(起)昭48. 4.26
(決)昭48. 5. 1
(施)昭48. 5. 4

農地管理課

4655 1
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市長田北西地区、浜松市都田
南部地区）

県営土地改良事業（畑地帯総合土地改良事業:長
田北西地区）の計画決定等について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭49. 2.27
(決)昭49. 2.28
(施)昭49. 5.21

農地管理課

4655 2
県営施行法手続（畑地総合整備：
静岡市長田北西地区、浜松市都田
南部地区）

県営土地改良事業（畑地帯総合土地改良事業:都
田南部地区）の計画決定等について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.11.26
(決)昭54.11.27
(施)昭54.11.29

農地企画課
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4656 1
県営施行法手続（防災ダム事業　
仁科川地区）

県営土地改良事業（防災ダム事業：仁科川地区）
の施行申請に伴う手続き開始について

昭和４９年度
(起)昭49.11.11
(決)昭49.11.14
(施)昭49.11.15

農地管理課

4657 1
県営施行法手続（用排水施設整
備：芝川町・富士宮市安居山）

県営土地改良事業（用排水施設整備事業:安居山
地区）の計画決定等について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 7
(決)昭50. 1. 8
(施)昭50. 2.26

農地管理課

4658 1
県営施行法手続（開拓付帯道路補
修：天竜市阿多古熊地区、静岡市
井川地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について（県営開拓道路補修事業:阿多
古熊地区）

昭和４７年度
(起)昭47.11.21
(決)昭47.11.30
(施)昭47.11.30

団体営事業課

4658 2
県営施行法手続（開拓付帯道路補
修：天竜市阿多古熊地区、静岡市
井川地区）

県営土地改良事業（道路補修事業:井川地区）の
計画決定等について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.17
(決)昭48. 7.20
(施)昭48. 7.21

農地管理課

4659 1
県営施行法手続（飲雑用水施設補
修：富士宮市西富士地区）

県営土地改良事業計画の決定について（伺）（県
営飲雑用水施設補修事業:西富士地区）

昭和４７年度
(起)昭47.12.13
(決)昭47.12.15
(施)昭47.12.15

団体営事業課

4659 2
県営施行法手続（飲雑用水施設補
修：富士宮市西富士地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について（飲雑用水施設補修事業:西富
士地区）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.27
(決)昭47.10. 3
(施)昭47.10. 4

団体営事業課

4659 3
県営施行法手続（飲雑用水施設補
修：富士宮市西富士地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について（飲雑用水施設補修事業:西富士地
区）

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 4
(決)昭47. 7.11
(施)昭47. 7.11

団体営事業課

4660 1
県営施行法手続（広域関連農道整
備：小笠郡城東村・浜岡町）

県営土地改良事業計画の決定について（伺）（県
営広域関連農道事業:川久保地区）

昭和４７年度
(起)昭47.11. 6
(決)昭47.11.13
(施)昭47.11.13

団体営事業課

4660 2
県営施行法手続（広域関連農道整
備：小笠郡城東村・浜岡町）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について（県営広域関連農道事業:川久
保地区）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.28
(決)昭47. 9. 5
(施)昭47. 9. 5

団体営事業課

4660 3
県営施行法手続（広域関連農道整
備：小笠郡城東村・浜岡町）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について（県営広域関連農道事業:川久保地
区）

昭和４７年度
(起)昭47. 7.31
(決)昭47. 8. 3
(施)昭47. 8. 3

団体営事業課

4661 1
県営施行法手続（広域営農団地農
道整備：湖西市・新居町浜名湖西
部地区、細江町外２町）

県営土地改良事業計画の決定について（伺）（広
域営農団地農道整備事業：浜名湖西部地区）

昭和４７年度
(起)昭47.10. 2
(決)昭47.10. 9
(施)昭47.10. 9

団体営事業課

4661 2
県営施行法手続（広域営農団地農
道整備：湖西市・新居町浜名湖西
部地区、細江町外２町）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について

昭和４７年度
(起)昭47. 7.17
(決)昭47. 7.28
(施)昭47. 7.31

団体営事業課

4661 3
県営施行法手続（広域営農団地農
道整備：湖西市・新居町浜名湖西
部地区、細江町外２町）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.31
(決)昭47. 6.10
(施)昭47. 6.12

団体営事業課

4661 4
県営施行法手続（広域営農団地農
道整備：湖西市・新居町浜名湖西
部地区、細江町外２町）

県営土地改良事業施行申請書 昭和４６年度 (収)昭46.12.25
浜松土地改良事
務所

4662 1
県営施行法手続（過疎基幹農道整
備：賀茂郡南伊豆町加納地区）

県営土地改良事業計画の決定について（伺）（過
疎基幹農道整備：賀茂郡南伊豆町加納地区）

昭和４７年度
(起)昭47.10.14
(決)昭47.10.21
(施)昭47.10.21

団体営事業課

4662 2
県営施行法手続（過疎基幹農道整
備：賀茂郡南伊豆町加納地区）

県営土地改良事業の適否決定並びに事業計画書の
公告縦覧について

昭和４７年度
(起)昭47. 8.23
(決)昭47. 8.28
(施)昭47. 8.28

団体営事業課

4662 3
県営施行法手続（過疎基幹農道整
備：賀茂郡南伊豆町加納地区）

県営土地改良事業施行申請の市町村長等に対する
協議について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.27
(決)昭47. 5.31
(施)昭47. 5.31

団体営事業課

4663 1
県営施行法手続（水田転作特別対
策：賀茂郡南伊豆町地区）

県営土地改良事業計画（水田転作特別対策：賀茂
郡南伊豆町地区）の決定について（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭48.12.24
(決)昭48.12.25

農地管理課
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4663 2
県営施行法手続（水田転作特別対
策：賀茂郡南伊豆町地区）

復命書（県営水田転換事業施行に伴う土木部との
協議）

昭和４８年度 (起)昭49. 1.30 農地管理課

4664 1
県有土地改良財産譲与綴（農地保
全：清水市伊佐布第一・第二地
区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 7
(決)昭51. 1.13
(施)昭51. 1.13

農地企画課

4664 2
県有土地改良財産譲与綴（農地保
全：清水市伊佐布第一・第二地
区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 5
(決)昭51. 1.13
(施)昭51. 1.13

農地企画課

4664 3
県有土地改良財産譲与綴（農地保
全：清水市伊佐布第一・第二地
区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.22
(決)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.28

農地企画課

4665 1
県有土地改良財産譲与綴（農地保
全：沼津市原第一）

県有土地改良財産の譲与について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 6
(決)昭49.11.11
(施)昭49.11.11

農地管理課

4666 1
県有土地改良財産譲与綴（農地保
全：沼津市原第二地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 5
(決)昭48.10. 6
(施)昭48.10. 8

農地管理課

4667 1
県有土地改良財産譲与綴（農免道
路：富士市・富士宮市次郎長地
区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 7
(決)昭51. 1.13
(施)昭51. 1.13

農地企画課

4667 2
県有土地改良財産譲与綴（農免道
路：富士市・富士宮市次郎長地
区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 7. 9
(施)昭54. 7. 9

農地企画課

4668 1
県有土地改良財産譲与綴（農免道
路：袋井市三川地区）

県営土地改良財産譲与綴（県営農免農道事業：三
川地区）

昭和５０年度
(起)昭50.11. 7
(決)昭50.11.17
(施)昭50.11.17

農地企画課

4669 1
県有土地改良財産譲与綴（大規模
圃場整備：三方原地区）

県営土地改良財産の譲与について（大規模ほ場整
備事業：三方原地区）

昭和５０年度
(起)昭50. 9.17
(決)昭50. 9.23
(施)昭50. 9.23

農地企画課

4670 1
県有土地改良財産譲与綴（かんが
い用排水：天竜川下流地区今井田
用水）

県営土地改良財産の譲与について（県営かんがい
排水事業：天竜川下流地区：今井田原用水）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.12
(決)昭49. 8.15
(施)昭49. 8.16

農地企画課

4671 1
県有土地改良財産譲与綴（かんが
い用排水：天竜川下流地区前野・
広瀬用水）

県営土地改良財産の譲与について（県営かんがい
排水事業：天竜川下流地区：前野・広瀬用水）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.28
(決)昭49.10. 1
(施)昭49.10. 1

農地管理課

4672 1
県有土地改良財産譲与綴　天竜明
善地区

県営土地改良財産の譲与について（県営かんがい
排水事業：天竜川下流地区（下飯田用水））

昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.27
(施)昭50. 6.28

農地企画課

4672 2
県有土地改良財産譲与綴　天竜明
善地区

県営土地改良財産の譲与について（県営かんがい
排水事業：天竜川下流地区（尼ヶ崎西用水））

昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.27
(施)昭50. 6.28

農地企画課

4672 3
県有土地改良財産譲与綴　天竜明
善地区

県営土地改良財産の譲与について（県営かんがい
排水事業：天竜川下流地区（前野用水））

昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.27
(施)昭50. 6.28

農地企画課

4672 4
県有土地改良財産譲与綴　天竜明
善地区

県営土地改良財産の譲与について（県営かんがい
排水事業：天竜川下流地区（前野用水））

昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.27
(施)昭50. 6.28

農地企画課

4672 5
県有土地改良財産譲与綴　天竜明
善地区

県営土地改良財産の譲与について（県営かんがい
排水事業：天竜川下流地区（今井・田原用水））

昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.27
(施)昭50. 6.28

農地企画課

4673 1
県有土地改良財産譲与綴（湛水防
除：大平倉徳地区沼津・清水町）

県営土地改良財産の譲与について（県営湛水防除
事業：大平・徳倉地区））

昭和５０年度
(起)昭50. 9.18
(決)昭50. 9.27
(施)昭50. 9.27

農地企画課

4674 1
県有土地改良財産譲与綴（農地開
発：磐田市一宮地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和４９年度
(起)昭49.10.19
(決)昭49.10.23
(施)昭49.10.25

農地管理課
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4675 1
県有土地改良財産譲与綴（畑地帯
総合：興津町八木間地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭50.12.23
(決)昭51. 1. 9
(施)昭51. 1. 9

農地企画課

4676 1
県有土地改良財産譲与綴（畑地帯
総合：富士宮市富士根地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 3
(決)昭51. 2.19
(施)昭51. 2.19

農地企画課

4677 1
県有土地改良財産譲与綴（ため池
整備：大須賀町東大谷地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 7
(決)昭51. 1. 9
(施)昭51. 1. 9

農地企画課

4678 1
県有土地改良財産譲与綴（湖岸堤
防：湖西市河原新所地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.15
(決)昭50. 8.21
(施)昭50. 8.22

農地企画課

4679 1
県有土地改良財産譲与綴（開拓堤
防補強：浜松市伊佐見地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和４９年度
(起)昭49.10. 7
(決)昭49.10. 8
(施)昭49.10. 8

農地企画課

4680 1
県有土地改良財産譲与綴（水田転
作：南伊豆町地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭50.10.20
(決)昭50.10.28
(施)昭50.10.28

農地企画課

4681 1
県有土地改良財産譲与綴（基幹農
道舗装：磐田市南部地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 8
(決)昭51. 1.13
(施)昭51. 1.13

農地企画課

4681 2
県有土地改良財産譲与綴（基幹農
道舗装：磐田市南部地区）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.28
(決)昭51. 8.17
(施)昭51. 8.17

農地企画課

4682 1
国土調査事業認証関係綴（小笠
町、長泉町、三島市）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.25
(決)昭47. 3.29

県営企画課

4682 2
国土調査事業認証関係綴（小笠
町、長泉町、三島市）

国土調査（地籍調査）成果の送付について（伺
い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.25
(決)昭47. 3.29

県営企画課

4682 3
国土調査事業認証関係綴（小笠
町、長泉町、三島市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.17 県営企画課

4682 4
国土調査事業認証関係綴（小笠
町、長泉町、三島市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４６年度 (起)昭47. 1. 6 県営企画課

4682 5
国土調査事業認証関係綴（小笠
町、長泉町、三島市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.14
(決)昭47. 1.17

県営企画課

4682 6
国土調査事業認証関係綴（小笠
町、長泉町、三島市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４６年度
(起)昭47. 1. 6
(決)昭47. 1.14
(施)昭47. 1.14

農地企画課

4683 1
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和４７年度
(起)昭48. 2.24
(決)昭48. 2.27
(施)昭48. 2.28

県営企画課

4683 2
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４７年度 (起)昭47.12.26 県営企画課

4683 3
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４７年度 (起)昭47.12. 8 県営企画課

4683 4
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４７年度
(起)昭47.11.28
(決)昭47.12. 2
(施)昭47.12. 8

県営企画課

4683 5
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和４７年度
(起)昭47.12.27
(決)昭47.12.28
(施)昭47.12.28

県営企画課
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4683 6
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４７年度 (施)昭47.10.30 県営企画課

4683 7
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４７年度 (起)昭47.10.23 県営企画課

4683 8
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４７年度 (起)昭47.10.24 県営企画課

4683 9
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４７年度 (起)昭47.10.27 県営企画課

4683 10
国土調査事業認証関係綴（福田
町、新居町、大須賀町、金谷町、
浅羽町、磐田市、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４７年度 (起)昭47.10.28 県営企画課

4684 1
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和４８年度
(起)昭48. 9. 6
(決)昭48. 9. 8
(施)昭48. 9. 8

農地企画課

4684 2
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４８年度 (起)昭48. 8.  農地企画課

4684 3
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8. 3
(施)昭48. 8. 9

農地企画課

4684 4
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.14
(決)昭48. 8.17
(施)昭48. 8.18

農地企画課

4684 5
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 9
(決)昭48. 7.10
(施)昭48. 7.10

農地企画課

4684 6
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 7
(決)昭48. 7.10
(施)昭48. 7.10

農地企画課

4684 7
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.28
(決)昭48. 8. 3
(施)昭48. 8. 4

農地企画課

4684 8
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.21
(決)昭48. 5.30
(施)昭48. 6. 1

農地企画課

4684 9
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.19
(決)昭48. 5.30
(施)昭48. 6. 1

農地企画課

4684 10
国土調査事業認証関係綴（豊田
町、三島市、浜松市、浜岡町、菊
川町、函南町、浜北市）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.19
(決)昭48. 5.30
(施)昭48. 6. 1

農地企画課

4685 1
国土調査事業認証関係綴（静岡
市、小山町、熱海市、菊川町、榛
原町、長泉町）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.24
(決)昭49. 9.30
(施)昭49. 9.30

農地企画課
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4685 2
国土調査事業認証関係綴（静岡
市、小山町、熱海市、菊川町、榛
原町、長泉町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.26
(決)昭49. 7.31

農地企画課

4685 3
国土調査事業認証関係綴（静岡
市、小山町、熱海市、菊川町、榛
原町、長泉町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 1
(決)昭49. 7.31

農地企画課

4685 4
国土調査事業認証関係綴（静岡
市、小山町、熱海市、菊川町、榛
原町、長泉町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 7.16
(決)昭49. 7.31

農地企画課

4685 5
国土調査事業認証関係綴（静岡
市、小山町、熱海市、菊川町、榛
原町、長泉町）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.29
(決)昭49. 8.30
(施)昭49. 8.30

農地企画課

4685 6
国土調査事業認証関係綴（静岡
市、小山町、熱海市、菊川町、榛
原町、長泉町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.14
(決)昭49. 6.15
(施)昭49. 6.15

農地企画課

4685 7
国土調査事業認証関係綴（静岡
市、小山町、熱海市、菊川町、榛
原町、長泉町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.14
(決)昭49. 6.15
(施)昭49. 6.15

農地企画課

4685 8
国土調査事業認証関係綴（静岡
市、小山町、熱海市、菊川町、榛
原町、長泉町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 8
(決)昭49. 6.  
(施)昭49. 6.15

農地企画課

4686 1
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.29
(施)昭50. 7.31

農地企画課

4686 2
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.25
(施)昭50. 6.25

農地企画課

4686 3
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6.16 農地企画課

4686 4
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6.16 農地企画課

4686 5
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.24
(決)昭50. 6.26
(施)昭50. 7. 7

農地企画課

4686 6
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度 農地企画課

4686 7
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度 農地企画課

4686 8
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度 農地企画課

4686 9
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 3.14
(決)昭50. 6. 5
(施)昭50. 6. 5

農地企画課
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4686 10
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 2 農地企画課

4686 11
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度 (起)昭50. 6. 2 農地企画課

4686 12
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の成果の認証の承認について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(施)昭50. 6.21

農地企画課

4686 13
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.28
(決)昭50. 4.30
(施)昭50. 5. 1

農地企画課

4686 14
国土調査事業認証関係綴（竜洋
町、相良町、小山町、御殿場市、
磐田市、浜北市、浅羽町）

地籍調査の認証の承認申請について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 7
(決)昭50. 4.10
(施)昭50. 5. 1

農地企画課

4687 1
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年６月県議会）

県道路線認定に関する告示について（伺） 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 6
(施)昭46.10.12

道路維持課

4687 2
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年６月県議会）

供覧 昭和４６年度 (起)昭46. 9. 1 道路維持課

4687 3
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年６月県議会）

県道路線の認定の認可申請について（伺） 昭和４６年度 (起)昭46. 7.28 道路維持課

4687 4
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年６月県議会）

県道路線認定に伴う議案書議決証明について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.16
(決)昭46. 7.19
(施)昭46. 7.19

道路維持課

4687 5
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年６月県議会）

県道認定について（意見照会） 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 3
(決)昭46. 7. 5
(施)昭46. 7.12

道路維持課

4687 6
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年６月県議会）

一般県道路線の認定及び廃止について（伺い） 昭和４６年度 (起)昭46. 5.20 道路維持課

4688 1
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道路線の認定および廃止について（通知） 昭和４７年度 (収)昭47. 8.30 愛知県知事

4688 2
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道路線認定及び廃止に関する告示について
（伺）

昭和４６年度 (起)昭47. 3. 2 道路維持課

4688 3
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道路線の認定の認可申請について（伺） 昭和４６年度 (起)昭46.12. 7 道路維持課

4688 4
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道路線の廃止の認可申請について（伺） 昭和４６年度 (起)昭46.12. 7 道路維持課

4688 5
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

新認定県道路線の整理番号について（通知） 昭和４６年度
(起)昭46.11.16
(決)昭46.12.20
(施)昭46.12.20

道路維持課

4688 6
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道路線認定に伴う議案書議決証明について 昭和４６年度
(起)昭46.10.14
(決)昭46.10.18
(施)昭46.10.26

道路維持課

4688 7
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

供覧 昭和４６年度 (起)昭46.10.26 道路維持課

4688 8
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道の路線認定及び廃止について（協議）（伺） 昭和４６年度
(起)昭46.10. 7
(決)昭46.10. 7
(施)昭46.10. 7

道路維持課
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4688 9
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道認定について（回答）（伺） 昭和４６年度
(起)昭46. 9.14
(決)昭46. 9.18
(施)昭46. 9.18

道路維持課

4688 10
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道路線の廃止について（伺） 昭和４６年度 (起)昭46. 9. 1 道路維持課

4688 11
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
46年９月県議会）

県道路線の認定について（伺） 昭和４６年度 (起)昭46. 8.16 道路維持課

4689 1
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
47年２月県議会）

県道の認定・廃止並びに告示について（伺） 昭和４７年度 (起)昭47. 9.27 道路維持課

4689 2
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
47年２月県議会）

県道路線認定の認可申請について（伺） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.20
(決)昭47. 7. 4
(施)昭47. 7. 7

道路維持課

4689 3
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
47年２月県議会）

県道路線の廃止の認可申請について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.20
(決)昭47. 7. 4
(施)昭47. 7. 5

道路維持課

4689 4
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
47年２月県議会）

議決証明について（依頼） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.17 道路維持課

4689 5
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
47年２月県議会）

県道の認定に伴う協議について（供覧） 昭和４６年度 (起)昭47. 2.12 道路維持課

4689 6
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
47年２月県議会）

県道の路線認定について（協議）（伺） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.24
(決)昭47. 2. 1
(施)昭47. 2. 3

道路維持課

4689 7
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
47年２月県議会）

県道路線の認定について（伺） 昭和４６年度 (起)昭47. 1.22 道路維持課

4689 8
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
47年２月県議会）

県道路線の廃止について（伺） 昭和４６年度 (起)昭47. 1.22 道路維持課

4690 1
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
48年９月県議会）

県道路線の認定に関する告示について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.12.11
(決)昭48.12.27

道路維持課

4690 2
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
48年９月県議会）

県道路線認定の認可申請について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.10.31
(決)昭48.11. 6
(施)昭48.11. 7

道路維持課

4690 3
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
48年９月県議会）

県道路線の認定について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.14
(決)昭48. 9.10

道路維持課

4690 4
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
48年９月県議会）

議決証明について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48.10.23
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.26

道路維持課

4690 5
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
48年９月県議会）

県道路線の認定について（内協議） 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 2
(決)昭48. 8. 2
(施)昭48. 8. 3

道路維持課

4691 1
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道昇格市町村道の引継に関する打合せについて
（通知）

昭和４９年度
(起)昭49.10. 5
(決)昭49.10. 8
(施)昭49.10. 8

道路維持課

4691 2
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道路線の廃止の認可申請について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.27
(決)昭49. 7. 1
(施)昭49. 7. 2

道路維持課

4691 3
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道路線認定の認可申請について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49. 6.27
(決)昭49. 7. 1
(施)昭49. 7. 2

道路維持課

4691 4
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

市町村道（自転車道）引継に伴う添付図書につい
て

昭和４９年度
(起)昭49.11.27
(決)昭49.12.11
(施)昭49.12.16

道路維持課

4691 5
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道（自転車道）と市町道との重複について（通
知）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.10
(決)昭49. 9.21
(施)昭49. 9.24

道路維持課
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4691 6
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道認定された自転車道のルートについて（通
知）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.23
(決)昭49. 8.27
(施)昭49. 8.27

道路維持課

4691 7
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道路線（自転車道）の認定に関する告示につい
て（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 5. 1
(決)昭49. 5.21
(施)昭49. 5.24

道路維持課

4691 8
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道路線認定の認可申請について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 3.22
(決)昭49. 3.27
(施)昭49. 3.27

道路維持課

4691 9
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

議決証明について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭49. 3.20
(決)昭49. 3.20
(施)昭49. 3.22

道路維持課

4691 10
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道路線の認定について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 9
(決)昭49. 2.23

道路維持課

4691 11
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道路線の廃止について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 9
(決)昭49. 2.23

道路維持課

4691 12
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

県道路線の認定及び廃止について（内協議） 昭和４８年度
(起)昭49. 1.28
(決)昭49. 1.28
(施)昭49. 1.29

道路維持課

4691 13
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年２月県議会）

昭和49年度県道認定予定路線について 昭和４８年度
(起)昭48.12.11
(決)昭49. 1.16

道路維持課

4692 1
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年９月県議会）

県道路線の認定に関する告示について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.12.24
(決)昭50. 1.18
(施)昭50. 2.10

道路維持課

4692 2
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年９月県議会）

県道路線（自転車道）認定の認可申請について
（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.11.13
(決)昭49.11.21
(施)昭49.11.28

道路維持課

4692 3
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年９月県議会）

議決証明について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49.10.21
(決)昭49.10.25
(施)昭49.10.25

道路維持課

4692 4
県道路線認定・廃止関係綴（昭和
49年９月県議会）

県道路線の認定について（内協議） 昭和４９年度
(起)昭49. 7.24
(決)昭49. 7.29
(施)昭49. 7.29

道路維持課

4693 1
道路の区域決定及び供用開始（県
道三ツ峰落合線）

道路の区域決定並びに供用開始の告示について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.23
(施)昭46. 7.27

道路維持課

4694 1
道路の区域決定及び供用開始（県
道二俣浜松線）

道路の区域決定及び供用開始について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 3.18
(決)昭47. 3.28

道路維持課

4695 1
道路の区域決定及び供用開始（井
川用宗停車場線）

道路の区域決定並びに供用開始について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.11 道路維持課

4695 2
道路の区域決定及び供用開始（井
川用宗停車場線）

道路の区域決定について 昭和４７年度 (起)昭47. 7.11 道路維持課

4696 1
道路の区域決定及び供用開始（白
糸滝大坂線）　No.１

道路の区域決定および供用開始について 昭和４７年度
(起)昭46.12. 3
(決)昭47. 7. 5
(施)昭47. 7. 8

道路維持課

4697 1
道路の区域決定及び供用開始（白
糸滝大坂線）　No.２

県道富士宮公園線の１部の無償貸付について（う
かがい）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.10
(決)昭47. 4.13

管理課

4697 2
道路の区域決定及び供用開始（白
糸滝大坂線）　No.２

県道白糸滝大坂線の道路敷に在る国有林野地の借
用について（伺い）

昭和４６年度 (起)昭47. 2.  管理課

4697 3
道路の区域決定及び供用開始（白
糸滝大坂線）　No.２

市道の県道移管について（供覧） 昭和４６年度 (起)昭46. 8. 1 管理課

4698 1
道路の区域決定及び供用開始（浜
松環状線）

道路の区域決定並びに供用開始について（伺） 昭和４７年度
(起)昭47.11.21
(決)昭47.12. 3

道路維持課
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4699 1
道路の区域決定及び供用開始（田
子浦港富士インター線）

道路の区域決定並びに供用開始について（田子の
浦港富士インター線）

昭和４７年度
(起)昭47.12.15
(決)昭47.12.15
(施)昭47.12.26

道路維持課

4700 1
道路の区域決定及び供用開始（井
川湖御幸線）

道路の区域決定並びに供用開始について（井川湖
御幸線）

昭和４８年度
(起)昭49. 3.28
(決)昭49. 3.29
(施)昭49. 3.29

道路維持課

4701 1
自転車歩行者専用道路の指定（静
岡久能清水線、浜松御前崎自転車
線）

自転車歩行者占用道路の指定について（静岡久能
清水線）

昭和４８年度
(起)昭48.10.23
(決)昭48.12.24
(施)昭49. 1. 7

道路維持課

4701 2
自転車歩行者専用道路の指定（静
岡久能清水線、浜松御前崎自転車
線）

自転車歩行者占用道路の指定について（県道浜松
御前崎自転車道路）

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 7
(決)昭50. 6. 7
(施)昭50. 6.20

道路維持課

4702 1
道路の区域の決定及び供用開始
（静岡御前崎自転車道）

道路区域の決定について（県道静岡御前崎自転車
道線）

昭和５２年度
(起)昭53. 1.18
(決)昭53. 1.31
(施)昭53. 1.31

道路維持課

4702 2
道路の区域の決定及び供用開始
（静岡御前崎自転車道）

道路区域の決定及び道路の供用の開始について
（県道静岡御前崎自転車道線）

昭和５０年度
(起)昭50.10.22
(決)昭50.10.28
(施)昭50.11. 4

道路維持課

4703 1
道路区域の決定及び供用開始（浜
松御前崎自転車道線）

道路区域の決定及び道路の供用の開始について
（県道浜松御前崎自転車道線）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.11
(決)昭52. 8.23
(施)昭52. 8.30

道路維持課

4703 2
道路区域の決定及び供用開始（浜
松御前崎自転車道線）

道路区域の決定及び道路の供用の開始について
（県道浜松御前崎自転車道線）

昭和５１年度
(起)昭51. 3.19
(決)昭51. 5.10
(施)昭51. 5.18

道路維持課

4703 3
道路区域の決定及び供用開始（浜
松御前崎自転車道線）

道路区域の決定について（県道浜松御前崎自転車
道線）

昭和５１年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 4. 1

道路維持課

4703 4
道路区域の決定及び供用開始（浜
松御前崎自転車道線）

道路区域の決定及び道路の供用の開始について
（県道浜松御前崎自転車道線）

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 7
(決)昭50. 6. 7
(施)昭50. 6.20

道路維持課

4704 1
水神田子浦港堤防と道路との兼用
工作物管理協定綴

堤防と道路との兼用工作物管理協定の告示につい
て（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.26
(決)昭49. 8.31
(施)昭49. 9. 9

道路維持課

4704 2
水神田子浦港堤防と道路との兼用
工作物管理協定綴

富士川左岸堤防と県道水神田子の浦港線との兼用
工作物管理協定について

昭和４９年度
(起)昭49. 4.23
(決)昭49. 4.26
(施)昭49. 4.27

道路維持課

4705 1 安倍川と県道との管理協定綴 堤防と道路との兼用工作物管理協定について 昭和５０年度
(起)昭50.11.26
(決)昭50.12. 4
(施)昭50.12. 5

道路維持課

4706 1
一般国道150号線漁港区域占用許
可綴

一般国道150号（大崩海岸ＢＰ）の漁港区域内に
おける占用許可について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.17
(施)昭47. 3.24

道路維持課

4707 1
清水・静岡海岸自転車・歩行者専
用道路許可綴

自転車歩行者専用道路にかかる海岸保全区域内占
用許可申請について

昭和４９年度
(起)昭49.11.21
(決)昭49.12. 4

道路維持課

4708 1
道路の不用物件の処理綴（熱海土
木事務所管内）

不用物件の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46.10.28
(施)昭46.10.29

道路維持課

4709 1
道路の不用物件の処理綴（沼津土
木事務所管内）

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて 昭和４６年度
(起)昭46. 4.13
(施)昭46. 4.16

道路維持課

4709 2
道路の不用物件の処理綴（沼津土
木事務所管内）

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46.12.24
(施)昭46.12.27

道路維持課

4709 3
道路の不用物件の処理綴（沼津土
木事務所管内）

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.17
(施)昭47. 1.25

道路維持課

4709 4
道路の不用物件の処理綴（沼津土
木事務所管内）

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.17
(施)昭47. 1.29

道路維持課
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4709 5
道路の不用物件の処理綴（沼津土
木事務所管内）

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.26
(施)昭47. 2. 7

道路維持課

4709 6
道路の不用物件の処理綴（沼津土
木事務所管内）

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 3
(施)昭47. 3. 7

道路維持課

4709 7
道路の不用物件の処理綴（沼津土
木事務所管内）

不用物件の処理について（伺） 昭和４７年度
(起)昭48. 3. 8
(施)昭48. 3.29

道路維持課

4710 1
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて 昭和４６年度
(起)昭45.12.18
(決)昭46. 4.20
(施)昭46. 4.21

道路維持課

4710 2
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.26
(決)昭46. 5.31
(施)昭46. 5.31

道路維持課

4710 3
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて 昭和４６年度
(起)昭46. 6.16
(決)昭46. 6.25
(施)昭46. 6.25

道路維持課

4710 4
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の協議について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46. 6.16
(決)昭46. 6.21
(施)昭46. 6.21

道路維持課

4710 5
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46. 7.21
(決)昭46. 8. 6
(施)昭46. 8. 6

道路維持課

4710 6
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.29
(決)昭47. 3.17
(施)昭47. 3.17

道路維持課

4710 7
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 3.22
(決)昭47. 4. 4
(施)昭47. 4. 4

道路維持課

4710 8
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 3.22
(決)昭47. 8.10
(施)昭47. 8.10

道路維持課

4710 9
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 4
(決)昭47. 9.18
(施)昭47. 9.20

道路維持課

4710 10
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４７年度
(起)昭48. 1.24
(決)昭48. 2. 2
(施)昭48. 2. 2

道路維持課

4710 11
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４７年度
(起)昭48. 2.10
(決)昭48. 2.13
(施)昭48. 2.18

道路維持課

4710 12
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

区画整理事業による道路の引継について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭48. 1.27
(決)昭48. 2. 9
(施)昭48. 2. 9

道路維持課

4710 13
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡し申請について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.10
(決)昭48. 3.15
(施)昭48. 3.16

道路維持課

4710 14
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.10
(決)昭48. 3.23
(施)昭48. 3.24

道路維持課

4710 15
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて（伺い） 昭和４７年度
(起)昭48. 3.17
(決)昭48. 3.23
(施)昭48. 3.23

道路維持課

4710 16
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭47.10.11
(決)昭48. 4.19
(施)昭48. 4.20

道路維持課

4710 17
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.25
(決)昭48. 8.31
(施)昭48. 9. 3

道路維持課

4710 18
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引継書引渡し（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.11.14
(決)昭48.11.21
(施)昭48.11.21

道路維持課
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4710 19
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.12. 3
(決)昭48.12. 6
(施)昭48.12. 6

道路維持課

4710 20
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48.12. 3
(決)昭48.12.12
(施)昭48.12.12

道路維持課

4711 1
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.２

引継書引渡（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 9
(決)昭49. 1.12
(施)昭49. 1.12

道路維持課

4711 2
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて（伺い） 昭和４８年度
(起)昭49. 2. 9
(決)昭49. 2.14
(施)昭49. 2.14

道路維持課

4711 3
道路の不用物件の処理綴（島田土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49. 2. 1
(決)昭49. 9. 5
(施)昭49. 9. 5

道路維持課

4712 1
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46. 3.29
(決)昭46. 3.31
(施)昭46. 4. 1

道路維持課

4712 2
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46. 5.18
(決)昭46. 6. 2
(施)昭46. 6. 2

道路維持課

4712 3
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.10.25
(決)昭46.11.19
(施)昭46.11.19

道路維持課

4712 4
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）引渡について 昭和４６年度
(起)昭46.12. 1
(決)昭46.12. 3
(施)昭46.12. 3

道路維持課

4712 5
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.20
(決)昭47. 1.29
(施)昭47. 1.29

道路維持課

4712 6
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

道路区域の変更並びに供用の開始について（伺
い）

昭和４６年度
(起)昭46. 3.29
(決)昭46. 4. 1

道路維持課

4712 7
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.10
(決)昭47. 3.15
(施)昭47. 3.15

道路維持課

4712 8
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（協議） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.30
(決)昭47. 7. 7
(施)昭47. 7. 8

道路維持課

4712 9
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.30
(決)昭47. 7. 7
(施)昭47. 7. 8

道路維持課

4712 10
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答）（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.22
(決)昭47. 9. 6
(施)昭47. 9. 7

道路維持課

4712 11
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47.11. 8
(決)昭47.11.24
(施)昭47.11.24

道路維持課

4712 12
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.15
(決)昭48. 8.22
(施)昭48. 8.22

道路維持課

4712 13
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.25
(決)昭48. 9.17
(施)昭48. 9.17

道路維持課

4713 1
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.２

不用物件の処理について（意見照会） 昭和４９年度 (起)昭49.10.11 道路維持課

4713 2
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.２

不用物件の処理について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.10.26
(決)昭49.11.18
(施)昭49.11.18

道路維持課

4713 3
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.２

不用物件の処理について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.29
(決)昭50. 3.10
(施)昭50. 3.10

道路維持課
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4713 4
道路の不用物件の処理綴（下田土
木事務所管内）　No.２

不用物件の処理について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.29
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 3.27

道路維持課

4714 1
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

不用物件の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46. 7.31
(決)昭46. 8. 4
(施)昭46. 8. 4

道路維持課

4714 2
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

不用物件の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.15
(決)昭47. 3.17
(施)昭47. 3.17

道路維持課

4714 3
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

不用物件の処理について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 4.17
(決)昭47. 4.28
(施)昭47. 4.28

道路維持課

4714 4
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

不用物件の引渡について（伺） 昭和４７年度 (起)昭47. 4.11 道路維持課

4714 5
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

横山小橋付替に係る道路敷の交換について（回
答）

昭和４７年度
(起)昭47. 5. 6
(決)昭47. 5.10
(施)昭47. 5.10

道路維持課

4714 6
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

不用物件の処理について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 5. 6
(決)昭47. 5. 9
(施)昭47. 5.10

道路維持課

4714 7
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

不用物件の処理について（回答） 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 5
(決)昭47. 6.19
(施)昭47. 6.19

道路維持課

4714 8
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

不用物件（旧道路敷）引渡について 昭和４７年度
(起)昭47.11.24
(決)昭47.12. 5
(施)昭47.12. 6

道路維持課

4714 9
道路の不用物件の処理綴（天竜土
木事務所管内）

不用物件（道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 4.11
(決)昭48. 4.19
(施)昭48. 4.20

道路維持課

4715 1
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.１

不用物件の引受について 昭和４５年度 (収)昭45. 8.25 浜松市長

4715 2
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.１

不用物件の引受について 昭和４５年度 (収)昭45. 8.17 細江町長

4715 3
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭49. 3.11
(決)昭49. 3.14
(施)昭49. 3.14

道路維持課

4716 1
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.２

不用物件の協議について（回答） 昭和４７年度
(起)昭48. 3. 8
(施)昭48. 3.23

道路維持課

4716 2
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.２

供覧 昭和４７年度 (起)昭47. 8.19 道路維持課

4716 3
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の引渡について（伺） 昭和４７年度
(起)昭47. 8.24
(決)昭47. 8.31
(施)昭47. 9. 1

道路維持課

4716 4
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.２

不用物件の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 5
(決)昭46. 7.12
(施)昭46. 7.12

道路維持課

4716 5
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.２

引継書引渡（伺） 昭和４６年度
(起)昭47. 1.19
(決)昭47. 1.24
(施)昭47. 1.24

道路維持課

4716 6
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.２

不用物件の処理について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46. 6.15
(決)昭46. 7.12
(施)昭46. 7.12

道路維持課

4716 7
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の引継書引渡について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.10
(決)昭46. 6.12
(施)昭46. 6.14

道路維持課

4716 8
道路の不用物件の処理綴（浜松土
木事務所管内）　No.２

不用物件の協議について（回答） 昭和４６年度
(起)昭46. 5.18
(決)昭46. 5.27
(施)昭46. 5.28

道路維持課

691 ページ



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

4717 1
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件の引渡について（伺） 昭和４６年度
(起)昭46. 8.23
(決)昭46. 8.31
(施)昭46. 9. 1

道路維持課

4717 2
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 5.10
(決)昭48. 5.22
(施)昭48. 5.22

道路維持課

4717 3
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答）（伺） 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 6
(決)昭48. 6.12
(施)昭48. 6.13

道路維持課

4717 4
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.13
(決)昭48. 6.18
(施)昭48. 6.18

道路維持課

4717 5
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.22
(決)昭48. 6.28
(施)昭48. 6.28

道路維持課

4717 6
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.22
(決)昭48. 6.29
(施)昭48. 6.29

道路維持課

4717 7
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.10 道路維持課

4717 8
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.28
(決)昭48. 7.16
(施)昭48. 7.20

道路維持課

4717 9
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.10 道路維持課

4717 10
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 7.21
(決)昭48. 7.24
(施)昭48. 7.25

道路維持課

4717 11
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 7.25
(決)昭48. 7.31
(施)昭48. 8. 1

道路維持課

4717 12
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.１

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて（伺） 昭和４８年度
(起)昭48. 7.25
(決)昭48. 7.31
(施)昭48. 8. 1

道路維持課

4718 1
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件の引渡しについて（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56.10.19
(決)昭56.11.26
(施)昭56.11.26

道路維持課

4718 2
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48.10.23
(決)昭48.10.27
(施)昭48.10.29

道路維持課

4718 3
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48.10.22
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.29

道路維持課

4718 4
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて（伺） 昭和４８年度
(起)昭48.10.22
(決)昭48.10.29
(施)昭48.10.29

道路維持課

4718 5
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48.11. 2
(決)昭48.11.14
(施)昭48.11.14

道路維持課

4718 6
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48.11.14
(施)昭48.11.14

道路維持課

4718 7
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48.11. 9
(決)昭48.11.16
(施)昭48.11.16

道路維持課

4718 8
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭48.12. 8
(決)昭48.12.12
(施)昭48.12.12

道路維持課

4718 9
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.２

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48.10.22
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.29

道路維持課

692 ページ



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

4719 1
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件（旧道路敷）の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭48.12.20
(決)昭49. 1.12
(施)昭49. 1.12

道路維持課

4719 2
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件（旧道路敷）の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1.12
(施)昭49. 1.12

道路維持課

4719 3
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の引受書について（進達） 昭和４８年度 (収)昭48.12.20 道路維持課

4719 4
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件（旧道路敷）の引渡しについて（伺） 昭和４８年度
(起)昭49. 1.24
(決)昭49. 1.31
(施)昭49. 1.31

道路維持課

4719 5
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の引受書について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 2. 6 道路維持課

4719 6
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

道の受領について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 3. 2 道路維持課

4719 7
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の引受について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 2.19 道路維持課

4719 8
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の引受について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 2.26 道路維持課

4719 9
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の処理について（伺） 昭和４８年度
(起)昭49. 3.11
(決)昭49. 3.23
(施)昭49. 3.25

道路維持課

4719 10
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 2
(決)昭49. 3.23
(施)昭49. 3.25

道路維持課

4719 11
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

引継書引渡 昭和４９年度
(起)昭49. 3.28
(決)昭49. 4. 3
(施)昭49. 4. 3

道路維持課

4719 12
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

引継書引渡 昭和４９年度
(起)昭49. 3.28
(決)昭49. 4. 3
(施)昭49. 4. 3

道路維持課

4719 13
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の処理について（伺） 昭和４９年度
(起)昭49. 3.26
(決)昭49. 4. 4
(施)昭49. 4. 5

道路維持課

4719 14
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の引渡しについて（伺） 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 3
(決)昭49. 4. 8
(施)昭49. 4. 8

道路維持課

4719 15
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

引継書引渡（伺） 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 3
(決)昭49. 4. 6
(施)昭49. 4. 8

道路維持課

4719 16
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

引継書引渡（伺） 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 3
(決)昭49. 4. 6
(施)昭49. 4. 8

道路維持課

4719 17
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の処理について（回答） 昭和４９年度
(起)昭49. 3.11
(決)昭49. 4.10
(施)昭49. 4.10

道路維持課

4719 18
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の引受について（進達） 昭和４８年度 (収)昭49. 2. 6 道路維持課

4719 19
道路の不用物件の処理綴（袋井土
木事務所管内）　No.３

不用物件の処理について（回答） 昭和４８年度
(起)昭49. 3. 2
(決)昭49. 3. 9
(施)昭49. 3. 9

道路維持課

4720 1
電源開発事業に伴う152号の照明
施設について

一般国道152号の隋道等照明施設の改修に伴う覚
書の交換について

昭和４８年度 (起)昭48. 8.31 道路維持課

4720 2
電源開発事業に伴う152号の照明
施設について

一般国道152号の隋道等照明施設の改修について 昭和４８年度 (起)昭48. 7.21 道路維持課
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4720 3
電源開発事業に伴う152号の照明
施設について

復命書 昭和４８年度 (起)昭48. 5.17 道路維持課

4720 4
電源開発事業に伴う152号の照明
施設について

復命書 昭和４７年度 (起)昭48. 1.31 道路維持課

4720 5
電源開発事業に伴う152号の照明
施設について

復命書 昭和４７年度 (起)昭47.12.26 道路維持課

4720 6
電源開発事業に伴う152号の照明
施設について

復命書 昭和４６年度 (起)昭46. 9. 3 道路維持課

4721 1
伊東市公共下水道事業変更計画認
可申請書

公共下水道事業計画変更の認可について（交付） 昭和４６年度
(起)昭46. 5.13
(決)昭46. 5.13
(施)昭46. 5.13

計画課

4722 1
公共下水道事業計画変更認可申請
書　伊東市

公共下水道事業計画の変更認可申請について 昭和４７年度 計画課

4723 1
岳南広域都市計画下水道の決定：
富士市公共下水道（富士処理区）

岳南広域都市計画下水道の決定について（富士市
公共下水道富士処理区）

昭和４７年度
(起)昭47.11.22
(施)昭47.12. 1

都市整備課

4724 1
静清広域都市計画変更申請・承
認：静岡市公共下水道（城北処理
区）

静清広域都市計画下水道の変更について（静岡市
公共下水道城北処理区）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(決)昭49.10. 3

都市整備課

4724 2
静清広域都市計画変更申請・承
認：静岡市公共下水道（城北処理
区）

静清広域都市計画下水道の変更について（静岡市
公共下水道城北処理区の事前協議）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.  
(決)昭49. 6.17

都市整備課

4725 1
静清広域都市計画下水道変更申
請・決定：静岡市公共下水道（高
松処理区）

静清広域都市計画下水道の変更について（静岡市
公共下水道高松処理区）

昭和４９年度
(起)昭50. 1.29
(決)昭50. 2.12

都市整備課

4725 2
静清広域都市計画下水道変更申
請・決定：静岡市公共下水道（高
松処理区）

静清広域都市計画下水道の変更について（静岡市
公共下水道高松処理区の事前協議）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.  
(決)昭49. 6.17

都市整備課

4726 1
静清広域都市計画下水道変更申
請・決定：静岡市公共下水道（中
島処理区）

静清広域都市計画下水道の決定について（静岡市
公共下水道中島処理区）

昭和４９年度
(起)昭50. 1.29
(決)昭50. 2.12

都市整備課

4726 2
静清広域都市計画下水道変更申
請・決定：静岡市公共下水道（中
島処理区）

静清広域都市計画下水道の決定について（静岡市
公共下水道中島処理区の事前協議）

昭和４９年度
(起)昭49. 6.  
(決)昭49. 6.17

都市整備課

4727 1
静清広域都市計画下水道変更申
請・認可：静岡市公共下水道

都市計画事業事業計画の変更認可について（伺） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.26
(決)昭52. 2. 1

都市整備課

4728 1
静清広域都市計画下水道決定・承
認：清水市公共下水道（北部処理
区）

静清広域都市計画下水道の決定について（清水市
公共下水道北部処理区）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.14
(決)昭50. 2.14

都市整備課

4728 2
静清広域都市計画下水道決定・承
認：清水市公共下水道（北部処理
区）

静清広域都市計画下水道の決定について（清水市
公共下水道北部処理区）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 7
(決)昭50. 1. 7
(施)昭50. 1. 7

都市整備課

4729 1
静清広域都市計画下水道変更申
請・承認：清水市公共下水道（南
部処理区）

静清広域都市計画下水道の変更について　清水市
公共下水道（南部処理区）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.14
(決)昭50. 2.14
(施)昭50. 2.21

都市整備課

4729 2
静清広域都市計画下水道変更申
請・承認：清水市公共下水道（南
部処理区）

静清広域都市計画下水道の変更について　清水市
公共下水道（南部処理区）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 7
(決)昭50. 1. 7
(施)昭50. 1. 7

都市整備課
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4730 1
志太広域都市計画下水道決定・承
認：藤枝市公共下水道（藤枝処理
区）

志太広域都市計画下水道の決定について（藤枝市
決定、藤枝市公共下水道（藤枝処理区））

昭和４９年度
(起)昭50. 2.15
(決)昭50. 2.15

都市整備課

4730 2
志太広域都市計画下水道決定・承
認：藤枝市公共下水道（藤枝処理
区）

志太広域都市計画下水道の決定について（藤枝市
公共下水道（藤枝処理区））

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 7
(決)昭49. 9. 7
(施)昭49. 9.12

都市整備課

4731 1
西遠広域都市計画変更申請・承
認：浜松市公共下水道（中部処理
区）

西遠広域都市計画下水道（浜松公共下水道）の変
更について

昭和４８年度 (起)昭49. 3. 5 都市整備課

4732 1
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市大池下水
路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 7
(決)昭47. 9.13
(施)昭47. 9.13

都市整備課

4733 1
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市富部下水
路

東遠広域都市計画下水道の変更について（掛川市
決定・富部都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 9.16
(決)昭50. 9.23

都市整備課

4733 2
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市富部下水
路

東遠広域都市計画下水道の変更について（富部都
市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.28
(決)昭50. 8.28
(施)昭50. 8.28

都市整備課

4734 1
中遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：袋井市新町下水
路

中遠広域都市計画下水道の変更（追加）について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.12
(決)昭47. 8.23
(施)昭47. 8.23

都市整備課

4735 1
中遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：袋井市川井下水
路

中遠広域都市計画下水道の変更について（袋井市
川井下水路）

昭和４８年度
(起)昭48.10.13
(決)昭48.10.15

都市整備課

4736 1
島田・金谷広域都市計画下水道事
業変更承認申請・承認：島田市大
川下水路

島田・金谷広域都市計画下水道の変更について
（島田市大川下水路）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.21
(決)昭47. 9. 4
(施)昭47. 9. 4

都市整備課

4736 2
島田・金谷広域都市計画下水道事
業変更承認申請・承認：島田市大
川下水路

島田・金谷広域都市計画下水道の事前協議につい
て（島田市）

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 5
(決)昭47. 7.14
(施)昭47. 7.14

都市整備課

4737 1
中遠広域都市計画下水道事業決
定・承認：袋井市永楽町下水路

中遠広域都市計画下水道の決定について　袋井市
（永楽町東下水路）

昭和４９年度
(起)昭49.10.16
(決)昭49.10.21
(施)昭49.11. 6

都市整備課

4737 2
中遠広域都市計画下水道事業決
定・承認：袋井市永楽町下水路

中遠広域都市計画下水道の決定について　袋井市
（永楽町東下水路）

昭和４９年度
(起)昭49. 9.10
(決)昭49. 9.12
(施)昭49. 9.12

都市整備課

4738 1
島田・金谷広域都市計画下水道事
業の決定・承認：島田市中溝川２
号下水路

島田・金谷広域都市計画下水道の決定について
（島田市中溝川２号都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 4
(決)昭50. 8.13
(施)昭50. 8.13

都市整備課

4738 2
島田・金谷広域都市計画下水道事
業の決定・承認：島田市中溝川２
号下水路

島田・金谷広域都市計画下水道の決定について
（島田市中溝川２号都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 9
(決)昭50. 9.23
(施)昭50.10. 8

都市整備課

4739 1
中遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：袋井市川井下水
路

中遠広域都市計画下水道の変更について（袋井市
決定・川井都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 9
(決)昭50. 9.22
(施)昭50.10. 8

都市整備課

4739 2
中遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：袋井市川井下水
路

中遠広域都市計画下水道の変更について（袋井市
決定・川井都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 6
(決)昭50. 8.13
(施)昭50. 8.13

都市整備課
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4740 1
東駿河湾広域都市計画下水道事業
決定・承認：三島市神川下水路

東駿河湾広域都市計画下水道の決定について（三
島市神川都市下水路）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.18
(決)昭48. 9.19

都市整備課

4741 1
田方広域都市計画下水道事業決
定・承認：大仁町大仁

田方広域都市計画下水道の決定について（大仁
町）

昭和４７年度
(起)昭47.10.20
(決)昭47.11. 7
(施)昭47.11. 8

都市整備課

4742 1
田方広域都市計画下水道事業決
定・承認：吉田下水路

田方広域都市計画下水道の決定について（大仁町
決定、吉田下水路）

昭和４９年度
(起)昭50. 2. 4
(決)昭50. 2. 4

都市整備課

4742 2
田方広域都市計画下水道事業決
定・承認：吉田下水路

田方広域都市計画下水道の決定について（大仁町
決定、吉田下水路）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 7
(決)昭50. 1. 7
(施)昭50. 1. 7

都市整備課

4743 1
庵原広域都市計画下水道事業決
定・承認：富士川町下水路

庵原広域都市計画下水道の変更について（富士川
町決定、富士川町都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 9.11
(決)昭50. 9.22

都市整備課

4743 2
庵原広域都市計画下水道事業決
定・承認：富士川町下水路

庵原広域都市計画下水道の変更について（富士川
町都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.24
(決)昭50. 6.30
(施)昭50. 7. 2

都市整備課

4744 1
南遠広域都市計画下水道事業決
定・承認：相良町樋尻下水路

南遠広域都市計画下水道の変更について 昭和４７年度
(起)昭47.11.15
(決)昭47.11.21
(施)昭47.11.21

都市整備課

4745 1
南遠広域都市計画下水道事業決
定・承認：相良町地頭方下水路

南遠広域都市計画下水道の決定について（相良町
決定、地頭方都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 9
(決)昭50. 9.22

都市整備課

4745 2
南遠広域都市計画下水道事業決
定・承認：相良町地頭方下水路

南遠広域都市計画下水道の決定について（地頭方
都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 7
(決)昭50. 8.13
(施)昭50. 8.13

都市整備課

4746 1
志太広域都市計画下水道事業決
定・承認：大井川町吉永下水路

志太広域都市計画下水道の決定について（大井川
町決定：吉永下水路）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.13
(決)昭50. 2.14
(施)昭50. 2.21

都市整備課

4746 2
志太広域都市計画下水道事業決
定・承認：大井川町吉永下水路

志太広域都市計画下水道の決定について（大井川
町決定：吉永下水路）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 9
(決)昭50. 1. 9
(施)昭50. 1. 9

都市整備課

4747 1
志太広域都市計画下水道事業決
定・承認：大井川町高新田下水路

志太広域都市計画下水道の決定について（大井川
町決定：高新田下水路）

昭和４９年度
(起)昭50. 2.13
(決)昭50. 2.14
(施)昭50. 2.21

都市整備課

4747 2
志太広域都市計画下水道事業決
定・承認：大井川町高新田下水路

志太広域都市計画下水道の決定について（大井川
町決定：高新田下水路）

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 9
(決)昭50. 1. 9
(施)昭50. 1. 9

都市整備課

4748 1
東遠広域都市計画下水道事業変更
認可申請・認可：菊川町菊川西下
水路

東遠広域都市計画下水道の変更について（菊川
町：菊川西下水路）

昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10.15
(施)昭48.10.15

都市整備課

4748 2
東遠広域都市計画下水道事業変更
認可申請・認可：菊川町菊川西下
水路

東遠広域都市計画下水道の変更の事前審査につい
て（菊川町：菊川西下水路）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.18
(決)昭48. 9.19
(施)昭48. 9.19

都市整備課

4749 1
三ケ日都市計画下水道事業決定・
承認：三ケ日小ケ谷下水路

三ヶ日都市計画下水道の決定について（三ヶ日
町：三ケ日小ヶ谷都市下水路）

昭和４８年度
(起)昭48. 9.18
(決)昭48. 9.19
(施)昭48. 9.19

都市整備課

4749 2
三ケ日都市計画下水道事業決定・
承認：三ケ日小ケ谷下水路

三ヶ日都市計画下水道の事前協議書について
（三ヶ日町：三ケ日小ヶ谷都市下水路）

昭和４８年度
(起)昭48. 8.23
(決)昭48. 8.29
(施)昭48. 8.31

都市整備課

4750 1
伊東国際観光温泉文化都市建設計
画下水道の変更・承認：伊東市湯
川地区

伊東国際観光温泉文化都市建設計画下水道の変更
について

昭和４７年度
(起)昭47.11.13
(施)昭47.12. 1

都市整備課

4751 1
伊東国際観光温泉文化都市建設計
画下水道の変更・承認：伊東市吉
田下水路

伊東国際観光温泉文化都市建設計画下水道の変更
について（伊東市決定・吉田都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 9. 9
(決)昭50. 9.22

都市整備課
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4751 2
伊東国際観光温泉文化都市建設計
画下水道の変更・承認：伊東市吉
田下水路

伊東国際観光温泉文化都市建設計画下水道の変更
について（吉田都市下水路）

昭和５０年度
(起)昭50. 8.18
(決)昭50. 8.21
(施)昭50. 8.21

都市整備課

4752 1
都市における河川と下水道との分
担計画（静岡市）

河川と下水道の管理区分について 昭和４８年度 (収)昭48.10.19 静岡市

4753 1
都市における河川と下水道との分
担計画（浜松市）

河川と下水道の管理区分について 昭和４８年度 (収)昭48.10.19 浜松市

4754 1
都市における河川と下水道との分
担計画（富士市）

都市における河川と下水道との分担計画（富士
市）

昭和４８年度 都市整備課

4755 1
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（下田市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 2
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（伊東市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 3
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（熱海市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 4
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（三島市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 5
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（富士宮市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 6
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（焼津市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 7
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（藤枝市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 8
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（島田市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 9
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（磐田市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 10
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（浜北市）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 11
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（清水町）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 12
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（長泉町）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 13
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（雄踏町）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 14
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（舞阪町）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4755 15
都市における河川と下水道との分
担計画（下田市外９市４町１村）

都市における河川と下水道との分担計画について　
（可美村）

昭和４８年度 (起)昭49. 3.27 都市整備課

4756 1 知事選挙選挙無効争訟関係綴
昭和49年７月７日執行の静岡県知事選挙の選挙の
効力及び当選の効力に関する異議の申出に対する
決定の告示及び交付について

昭和４８年度
(起)昭48. 9. 2
(決)昭48. 9. 2
(施)昭48. 9. 3

選挙管理委員会
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4756 2 知事選挙選挙無効争訟関係綴
昭和49年７月７日執行の静岡県知事選挙の選挙及
び当選の効力に関する異議申出に係る投票所の検
証調書の作成について

昭和４８年度
(起)昭48. 8.28
(決)昭48. 8.29

選挙管理委員会

4756 3 知事選挙選挙無効争訟関係綴 投票所事務従事者数等に関する調について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.12
(決)昭49. 8.12
(施)昭49. 8.12

選挙管理委員会

4756 4 知事選挙選挙無効争訟関係綴
８月10日開催の県選挙管理委員会への提出資料の
作成について

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 5
(決)昭49. 8. 5

選挙管理委員会

4756 5 知事選挙選挙無効争訟関係綴
静岡県知事選挙の効力及び当選の効力に関する異
議の申出の補正書の受理について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8. 6
(決)昭49. 8. 6

選挙管理委員会

4756 6 知事選挙選挙無効争訟関係綴
無効投票の増加予防のための啓発周知状況の調査
について

昭和４９年度
(起)昭49. 7.30
(決)昭49. 7.30
(施)昭49. 7.31

選挙管理委員会

4756 7 知事選挙選挙無効争訟関係綴
静岡県知事選挙の効力および当選の効力に関する
異議申出書の補正について

昭和４９年度
(起)昭49. 7.28
(決)昭49. 7.29
(施)昭49. 7.30

選挙管理委員会

4756 8 知事選挙選挙無効争訟関係綴
静岡県知事選挙の効力及び当選の効力に関する異
議の申出の審査日程について

昭和４９年度
(起)昭49. 7.24
(決)昭49. 7.25

選挙管理委員会

4756 9 知事選挙選挙無効争訟関係綴
静岡県知事選挙の効力および当選の効力に関する
異議の申出について

昭和４９年度 選挙管理委員会

4756 10 知事選挙選挙無効争訟関係綴
静岡県知事選挙の効力および当選の効力に関する
異議の申出について

昭和４９年度
(起)昭49. 7.22
(決)昭49. 7.22
(施)昭49. 7.22

選挙管理委員会

4756 11 知事選挙選挙無効争訟関係綴
昭和49年７月７日執行の静岡県知事選挙の選挙及
び当選の効力に関する異議申出の決定について

昭和４９年度 (起)昭49. 8.29 選挙管理委員会

4757 1 46治山台帳（復旧治山） 昭和46年度復旧治山台帳 昭和４６年度 治山課

4758 1 47治山台帳（復旧治山） 昭和47年度復旧治山台帳 昭和４７年度 治山課

4759 1 48治山台帳（復旧治山） 昭和48年度復旧治山台帳 昭和４８年度 治山課

4760 1
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度地すべり防止 昭和４８年度 治山課

4760 2
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度保安林改良 昭和４８年度 治山課

4760 3
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度地すべり防止 昭和４８年度 治山課

4760 4
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度緊急治山 昭和４８年度 治山課

4760 5
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度海岸砂地造林 昭和４８年度 治山課

4760 6
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度保安林改良 昭和４８年度 治山課

4760 7
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度地すべり防止 昭和４８年度 治山課
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4760 8
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度海岸砂地造林 昭和４８年度 治山課

4760 9
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度保安林改良 昭和４８年度 治山課

4760 10
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和48年度地すべり防止 昭和４８年度 治山課

4760 11
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和47年度海岸砂地造林 昭和４７年度 治山課

4760 12
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和47年度防潮林造成 昭和４７年度 治山課

4760 13
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和47年度保安林改良 昭和４７年度 治山課

4760 14
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和47年度地すべり防止 昭和４７年度 治山課

4760 15
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和47年度緊急治山 昭和４７年度 治山課

4760 16
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和47年度施設災害復旧 昭和４７年度 治山課

4760 17
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和47年度県単独治山 昭和４７年度 治山課

4760 18
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和47年度林地崩壊防止 昭和４７年度 治山課

4760 19
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和46年度海岸砂地造林 昭和４６年度 治山課

4760 20
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和46年度防潮林造成 昭和４６年度 治山課

4760 21
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和46年度保安林改良 昭和４６年度 治山課

4760 22
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和46年度地すべり防止 昭和４６年度 治山課

4760 23
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和46年度緊急治山 昭和４６年度 治山課

4760 24
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和46年度県単独治山 昭和４６年度 治山課

4760 25
治山台帳（海岸砂防林、地すべり
防止、緊急地山、その他）

昭和46年度施設災害復旧 昭和４６年度 治山課

4761 1 治山台帳（予防地山） 昭和48年度予防治山 昭和４８年度 治山課

4761 2 治山台帳（予防地山） 昭和47年度予防治山 昭和４７年度 治山課

4761 3 治山台帳（予防地山） 昭和46年度予防治山 昭和４６年度 治山課
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4762 1 治山台帳（昭和49年度）　No.１ 治山台帳（昭和49年度）　No.１ 昭和４９年度 治山課

4763 1 治山台帳（昭和49年度）　No.２ 治山台帳（昭和49年度）　No.２ 昭和４９年度 治山課

4764 1 治山台帳（昭和49年度）　No.３ 治山台帳（昭和49年度）　No.３ 昭和４９年度 治山課

4765 1 治山台帳（昭和50年度）　No.１ 治山台帳（昭和50年度）　３－１ 昭和５０年度 治山課

4766 1 治山台帳（昭和50年度）　No.２ 治山台帳（昭和50年度）　３－２ 昭和５０年度 治山課

4767 1 治山台帳（昭和50年度）　No.３ 治山台帳（昭和50年度）　３－３ 昭和５０年度 治山課

4768 1 治山台帳（生活環境保全林）
昭和53年度治山（生活環境保全林整備）工事（土
木工事）

昭和５３年度 治山課

4768 2 治山台帳（生活環境保全林）
昭和53年度治山（生活環境保全林整備）工事（灌
水工事）

昭和５３年度 治山課

4768 3 治山台帳（生活環境保全林）
昭和53年度治山（生活環境保全林整備）工事その
２

昭和５３年度 治山課

4768 4 治山台帳（生活環境保全林）
昭和53年度治山（生活環境保全林整備）工事その
３

昭和５３年度 治山課

4768 5 治山台帳（生活環境保全林） 昭和52年度治山（生活環境保全林整備）工事 昭和５２年度 治山課

4768 6 治山台帳（生活環境保全林） 昭和52年度治山（生活環境保全林整備）工事 昭和５２年度 治山課

4768 7 治山台帳（生活環境保全林）
昭和52年度治山（生活環境保全林整備）工事（灌
水工事）

昭和５２年度 治山課

4768 8 治山台帳（生活環境保全林） 昭和50年度生活環境保全林整備事業 昭和５０年度 治山課

4768 9 治山台帳（生活環境保全林） 治山事業 昭和50年度生活環境保全林整備事業 昭和５０年度 治山課

4768 10 治山台帳（生活環境保全林） 治山事業 昭和49年度生活環境保全林整備事業 昭和４９年度 治山課

4768 11 治山台帳（生活環境保全林） 治山事業 昭和49年度生活環境整備保全林工事 昭和４９年度 治山課

4768 12 治山台帳（生活環境保全林） 治山事業 昭和49年度生活環境保全林整備事業 昭和４９年度 治山課

4769 1 昭和45年静岡県衛生年報 第Ⅰ編 衛生概論 昭和４５年度 医務課

4769 2 昭和45年静岡県衛生年報 第Ⅱ編 衛生統計表 昭和４５年度 医務課

4770 1 昭和46年静岡県衛生年報 第Ⅰ編 衛生概論 昭和４６年度 医務課
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4770 2 昭和46年静岡県衛生年報 第Ⅱ編 衛生統計表 昭和４６年度 医務課

4771 1 昭和47年静岡県衛生年報 第Ⅰ編 衛生概論 昭和４７年度 医務課

4771 2 昭和47年静岡県衛生年報 第Ⅱ編 衛生統計表 昭和４７年度 医務課

4772 1 昭和48年静岡県衛生年報 第Ⅰ編 衛生概論 昭和４８年度 医務課

4772 2 昭和48年静岡県衛生年報 第Ⅱ編 衛生統計表 昭和４８年度 医務課

4773 1 昭和49年静岡県衛生年報 第Ⅰ編 衛生概論 昭和４９年度 医務課

4773 2 昭和49年静岡県衛生年報 第Ⅱ編 衛生統計表 昭和４９年度 医務課

4774 1 昭和50年静岡県衛生年報 第Ⅰ編 衛生概論 昭和５０年度 医務課

4774 2 昭和50年静岡県衛生年報 第Ⅱ編 衛生統計表 昭和５０年度 医務課

4775 1 昭和44年人口動態統計（上巻） 昭和44年人口動態統計 （上巻） 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4776 1 昭和44年人口動態統計（下巻） 昭和44年人口動態統計 （下巻） 昭和４４年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4777 1 昭和43・44年人口動態統計記述編 昭和43・44年 人口動態統計記述編
昭和４３年度
昭和４４年度

厚生省大臣官房
統計調査部

4778 1 昭和45年人口動態統計（上巻） 昭和45年人口動態統計 （上巻） 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4779 1 昭和45年人口動態統計（下巻） 昭和45年人口動態統計 （下巻） 昭和４５年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4780 1 昭和46年人口動態統計（上巻） 昭和46年人口動態統計（上巻） 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4781 1 昭和46年人口動態統計（下巻） 昭和46年人口動態統計（下巻） 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4782 1 昭和47年人口動態統計（上巻） 昭和47年人口動態統計（上巻） 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4783 1 昭和47年人口動態統計（下巻） 昭和47年人口動態統計（下巻） 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4784 1 昭和48年人口動態統計（上巻） 昭和48年人口動態統計（上巻） 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4785 1 昭和48年人口動態統計（下巻） 昭和48年人口動態統計（下巻） 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4786 1 昭和49年人口動態統計（上巻） 昭和49年人口動態統計（上巻） 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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4787 1 昭和49年人口動態統計（下巻） 昭和49年人口動態統計（下巻） 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4788 1 昭和50年人口動態統計（上巻） 昭和50年人口動態統計（上巻） 昭和５０年度
厚生大臣官房統
計情報部

4789 1 昭和50年人口動態統計（下巻） 昭和50年人口動態統計（下巻） 昭和５０年度
厚生大臣官房統
計情報部

4790 1
昭和50年度職業・産業別人口動態
統計

昭和50年度職業・産業別人口動態統計 昭和５０年度
厚生大臣官房統
計情報部

4791 1
悪性新生物死亡統計（人口動態統
計特殊報告）

悪性新生物死亡統計（人口動態統計特殊報告） 昭和４８年度
厚生大臣官房統
計調査部

4792 1
特定死因の死亡者数（性・保健
所・市町村別）　昭和46年上巻

特定死因の死亡者数（性・保健所・市町村別）　
昭和46年上巻

昭和４６年度 医務課

4793 1
特定死因の死亡者数（性・保健
所・市町村別）　昭和46年下巻

特定死因の死亡者数（性・保健所・市町村別）　
昭和46年下巻

昭和４６年度 医務課

4794 1
静岡県内市町村の死亡者数（性・
年齢別）昭和45・46年

静岡県内市町村の死亡者数（性・年齢別）昭和
45・46年

昭和４５年度
昭和４６年度

医務課

4795 1
保健所別市町村の死亡者数（性
別・年齢階級別・死因別）昭和47
年

保健所別市町村の死亡者数（性別・年齢階級別・
死因別）昭和47年

昭和４７年度 医務課

4796 1 昭和50年主要死因別訂正死亡率 昭和50年主要死因別訂正死亡率 昭和５０年度
厚生大臣官房統
計情報部

4797 1
人口動態社会経済面調査報告（複
産）昭和50年度

人口動態社会経済面調査報告（複産）昭和50年度 昭和５０年度
厚生大臣官房統
計情報部

4798 1
人口動態社会経済面調査報告（婚
姻）昭和48年度

人口動態社会経済面調査報告（婚姻）昭和48年度 昭和４８年度
厚生大臣官房統
計情報部

4799 1
人口動態社会経済面調査報告（高
齢者）昭和46年度

人口動態社会経済面調査報告（高齢者）昭和46年
度

昭和４６年度
厚生大臣官房統
計調査部

4800 1 昭和46年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告：昭和46年 昭和４６年度
厚生大臣官房統
計調査部

4801 1 昭和47年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告：昭和47年 昭和４７年度
厚生大臣官房統
計情報部

4802 1 昭和48年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告：昭和48年 昭和４８年度
厚生大臣官房統
計情報部

4803 1 昭和49年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告：昭和49年 昭和４９年度
厚生大臣官房統
計情報部

4804 1 昭和50年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告：昭和50年 昭和５０年度
厚生大臣官房統
計情報部

4805 1 昭和46年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告：昭和46年 昭和４６年度
厚生大臣官房統
計調査部

4806 1 昭和48年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告：昭和48年 昭和４８年度
厚生大臣官房統
計情報部

4807 1 昭和49年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告：昭和49年 昭和４９年度
厚生大臣官房統
計情報部
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4808 1 昭和50年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告：昭和50年 昭和５０年度
厚生大臣官房統
計情報部

4809 1
昭和46年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）昭和46年 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4810 1
昭和47年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）昭和47年 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4811 1
昭和49年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）昭和49年 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4812 1
昭和50年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）昭和50年 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4813 1 昭和46年保健所運営報告 保健所運営報告：昭和46年 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4814 1 昭和47年保健所運営報告 保健所運営報告：昭和47年 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4815 1 昭和48年保健所運営報告 保健所運営報告：昭和48年 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4816 1 昭和49年保健所運営報告 保健所運営報告：昭和49年 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4817 1 昭和50年保健所運営報告 保健所運営報告：昭和50年 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4818 1 昭和46年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和46年 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4819 1 昭和47年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和47年 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4820 1 昭和48年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和48年 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4821 1 昭和49年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和49年 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4822 1 昭和50年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和50年 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4823 1 静岡県医療施設調査：昭和47年 静岡県医療施設調査：昭和47年 昭和４７年度 医務課

4824 1
医師・歯科医師・薬剤師調査：昭
和46年

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和46年 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4825 1
医師・歯科医師・薬剤師調査：昭
和47年

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和47年 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4826 1
医師・歯科医師・薬剤師調査：昭
和49年

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和49年 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4827 1
医師・歯科医師・薬剤師調査：昭
和50年

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和50年 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4828 1
静岡県内市町村別医師・歯科医
師：昭和47年（第１分冊）

静岡県内市町村別医師・歯科医師：昭和47年（第
１分冊）

昭和４７年度 医務課
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4829 1
静岡県内市町村別医師・歯科医
師：昭和47年（第２分冊）

静岡県内市町村別医師・歯科医師：昭和47年（第
２分冊）

昭和４７年度 医務課

4830 1 医療指数の推移（都道府県別） 医療指数の推移（都道府県別）
昭和３６年度

～
昭和４６年度

医務課

4831 1 社会医療調査報告：昭和46年度 社会医療調査報告：昭和46年度 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4832 1 社会医療調査報告：昭和47年度 社会医療調査報告：昭和47年度 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4833 1 社会医療調査報告：昭和48年度 社会医療調査報告：昭和48年度 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4834 1 社会医療調査報告：昭和49年度 社会医療調査報告：昭和49年度 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4835 1 社会医療調査報告：昭和50年度 社会医療調査報告：昭和50年度 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4836 1 昭和46～50年 国民健康調査 昭和46年 国民健康調査 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4836 2 昭和46～50年 国民健康調査 昭和47年 国民健康調査 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4836 3 昭和46～50年 国民健康調査 昭和48年 国民健康調査 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4836 4 昭和46～50年 国民健康調査 昭和49年 国民健康調査 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4836 5 昭和46～50年 国民健康調査 昭和50年 国民健康調査 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4837 1 昭和46～50年 患者調査 昭和46年 患者調査 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4837 2 昭和46～50年 患者調査 昭和47年 患者調査 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4837 3 昭和46～50年 患者調査 昭和48年 患者調査 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4837 4 昭和46～50年 患者調査 昭和49年 患者調査 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4837 5 昭和46～50年 患者調査 昭和50年 患者調査 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4838 1
昭和46～50年 伝染病および食中
毒統計

昭和46年 伝染病および食中毒統計 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4838 2
昭和46～50年 伝染病および食中
毒統計

昭和47年 伝染病および食中毒統計 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4838 3
昭和46～50年 伝染病および食中
毒統計

昭和48年 伝染病および食中毒統計 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4838 4
昭和46～50年 伝染病および食中
毒統計

昭和49年 伝染病および食中毒統計 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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4838 5
昭和46～50年 伝染病および食中
毒統計

昭和50年 伝染病および食中毒統計 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4839 1 昭和46～50年 優生保護統計報告 昭和46年 優生保護統計報告 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4839 2 昭和46～50年 優生保護統計報告 昭和47年 優生保護統計報告 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4839 3 昭和46～50年 優生保護統計報告 昭和48年 優生保護統計報告 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4839 4 昭和46～50年 優生保護統計報告 昭和49年 優生保護統計報告 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4839 5 昭和46～50年 優生保護統計報告 昭和50年 優生保護統計報告 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4840 1 昭和46～50年 保健衛生基礎調査 昭和46年 保健衛生基礎調査 昭和４６年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4840 2 昭和46～50年 保健衛生基礎調査 昭和47年 保健衛生基礎調査（食生活） 昭和４７年度
厚生省大臣官房
統計調査部

4840 3 昭和46～50年 保健衛生基礎調査 昭和48年 保健衛生基礎調査（保健医療活動） 昭和４８年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4840 4 昭和46～50年 保健衛生基礎調査 昭和49年 保健衛生基礎調査（輸血・移植） 昭和４９年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4840 5 昭和46～50年 保健衛生基礎調査 昭和50年 保健衛生基礎調査（健康意識） 昭和５０年度
厚生省大臣官房
統計情報部

4841 1 陳情書（控） 国立医科大学誘致要望書 昭和４６年度 (施)昭46. 6.17 静岡県

4841 2 陳情書（控） 国立医科大学誘致要望要旨 昭和４６年度 (施)昭46. 6.17 医務課

4841 3 陳情書（控） 国立医科大学設置に関する陳情書 昭和４６年度 (施)昭46. 7.27 医務課

4841 4 陳情書（控） 国立医科大学設置に関する陳情書 昭和４６年度 (施)昭46. 7.27 医務課

4841 5 陳情書（控） 国立医科大学設置に関する陳情書 昭和４６年度 (施)昭46. 8.17 医務課

4841 6 陳情書（控） 国立医科大学設置に関する陳情書 昭和４６年度 (施)昭46.12.11 医務課

4841 7 陳情書（控） 静岡県に国立医科大学設置の要望書 昭和４７年度 (施)昭47. 6.25 医務課

4841 8 陳情書（控） 国立医科大学設置に関する陳情書 昭和４７年度 (施)昭47. 8.10 医務課

4842 1 48年度予算ヒアリング資料 県西部浜松医療センターの整備について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.22
(決)昭49. 2.23

医務課

4842 2 48年度予算ヒアリング資料
国立医科大学の創設準備にかかる準備状況につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.12.13
(決)昭48.12.17

医務課
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4842 3 48年度予算ヒアリング資料
昭和48年度国立医科大学設置に係る会議資料提出
について

昭和４８年度 (起)昭48. 9. 7 医務課

4842 4 48年度予算ヒアリング資料 国立医科大学の49年度開校への要望について 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 8
(決)昭48. 8.17

医務課

4842 5 48年度予算ヒアリング資料
昭和48年度国立医科大学設置に係るヒヤリングの
指摘事項に対する回答について

昭和４８年度
(起)昭48. 7.27
(決)昭48. 7.27

医務課

4842 6 48年度予算ヒアリング資料
国立医科大学の創設準備に関するヒヤリング調書
提出について

昭和４８年度
(起)昭48. 6.11
(決)昭48. 6.13
(施)昭48. 6.15

医務課

4842 7 48年度予算ヒアリング資料
国立医科大学に関する文部省との協議について
（復命）

昭和４８年度 (起)昭48. 5. 4 医務課

4842 8 48年度予算ヒアリング資料 国立医科大学設置に伴う地元協力について 昭和４７年度
(起)昭48. 3. 2
(決)昭48. 3. 5
(施)昭48. 3. 5

医務課

4842 9 48年度予算ヒアリング資料 国立医科大学に係る文部省の実地視察について 昭和４７年度 医務課

4842 10 48年度予算ヒアリング資料
「医大設置に伴う地元協力について、文部省から
の要請」

昭和４７年度 医務課

4842 11 48年度予算ヒアリング資料
国立医科大学設置に伴うヒヤリング資料の提出に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47.11.23
(決)昭47.11.24
(施)昭47.11.29

医務課

4843 1 国立医大図面一式 新設水路・旧水路現況及び計画平面図 昭和４８年度

4843 2 国立医大図面一式 新設水路計算図 昭和４８年度

4843 3 国立医大図面一式 半田61号線 昭和４８年度

4843 4 国立医大図面一式 半田59号線 昭和４８年度

4844 1 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖及び周辺地域の今後の開発の方向について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.20
(決)昭46. 9.21

議会事務局議事
課

4844 2 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖及び周辺地域の今後の開発の方向について 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 3 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和46年８月５
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 4 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度 (起)昭46. 7.22
議会事務局議事
課

4844 5 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会の視察について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 9
(施)昭46. 8.12

議会事務局議事
課

4844 6 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度 (起)昭46. 8.25
議会事務局議事
課

4844 7 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和46年９月８
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 8 浜名湖開発特別委員会会議録
県議会浜名湖開発特別委員会開催について（通
知）

昭和４６年度
議会事務局議事
課
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4844 9 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和46年９月18
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 10 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会県外視察の実施について 昭和４６年度 (起)昭46. 9.18
議会事務局議事
課

4844 11 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和47年２月25
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 12 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 13 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和47年３月22
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 14 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 15 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和47年３月29
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 16 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4844 17 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会の視察について 昭和４７年度 (起)昭47. 5.15
議会事務局議事
課

4844 18 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会県外視察の日程変更につい
て（通知）

昭和４８年度 (起)昭48. 5.23
議会事務局議事
課

4844 19 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会県外視察について（通知） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.11
議会事務局議事
課

4844 20 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和48年８月13
日）

昭和４８年度
議会事務局議事
課

4844 21 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会開催について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 1
(決)昭48. 8. 1

議会事務局議事
課

4844 22 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖・尾鷲航路開設について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.24
(決)昭48. 8.31
(施)昭48. 9. 1

議会事務局議事
課

4844 23 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和48年12月17
日）

昭和４８年度
議会事務局議事
課

4844 24 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会開催について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48.12. 4
(決)昭48.12. 5

議会事務局議事
課

4844 25 浜名湖開発特別委員会会議録
浜名湖開発特別委員会会議録（昭和49年８月12
日）

昭和４９年度
議会事務局議事
課

4844 26 浜名湖開発特別委員会会議録 浜名湖開発特別委員会県外視察について（通知） 昭和４９年度 (起)昭49.10. 5
議会事務局議事
課

4844 27 浜名湖開発特別委員会会議録
「浜名湖及び周辺地域の今後の開発の方向につい
て」（意見書）に関する回答について

昭和４９年度 (起)昭49. 9.26
議会事務局議事
課

4845 1 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和46年11月
10日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 2 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度 (起)昭46.10.23
議会事務局議事
課
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4845 3 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和46年11月
30日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 4 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 5 南アルプス開発特別委員会関係綴 講師依頼について 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 6 南アルプス開発特別委員会関係綴 県内視察について（通知） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 7 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和46年12月
23日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 8 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 9 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和47年２月
22日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 10 南アルプス開発特別委員会関係綴
県議会南アルプス開発特別委員会開催について
（通知）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 11 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和47年３月
23日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 12 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会開催について（通知） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4845 13 南アルプス開発特別委員会関係綴 委員会視察（県外）について（通知） 昭和４７年度
議会事務局議事
課

4845 14 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和47年６月
21日）

昭和４７年度
議会事務局議事
課

4845 15 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会開催について（通知） 昭和４７年度
(起)昭47. 6.14
(決)昭47. 6.15
(施)昭47. 6.15

議会事務局議事
課

4845 16 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会の視察について（通
知）

昭和４７年度 (起)昭47. 6.23
議会事務局議事
課

4845 17 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会の視察について 昭和４７年度 (起)昭47. 9.25
議会事務局議事
課

4845 18 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和48年２月
19日）

昭和４７年度
議会事務局議事
課

4845 19 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会開催について（通知） 昭和４７年度
(起)昭48. 2. 5
(決)昭48. 2. 7

議会事務局議事
課

4845 20 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会の視察について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.27
(決)昭48. 5. 1

議会事務局議事
課

4845 21 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会の視察について（お知
らせ）

昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5. 7

議会事務局議事
課

4845 22 南アルプス開発特別委員会関係綴 委員会視察（県外）について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 9
(施)昭48. 5.15

議会事務局議事
課

4845 23 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和48年12月
11日）

昭和４８年度
議会事務局議事
課
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4845 24 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会開催について（通知） 昭和４８年度 (起)昭48.12. 6
議会事務局議事
課

4845 25 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス特別委員会懇談会の開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.19
議会事務局議事
課

4845 26 南アルプス開発特別委員会関係綴
南アルプス開発特別委員会会議録（昭和49年10月
16日）

昭和４９年度
議会事務局議事
課

4845 27 南アルプス開発特別委員会関係綴 講師の依頼について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(施)昭49.10. 2

議会事務局議事
課

4845 28 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会開催について（通知） 昭和４９年度
(起)昭49. 9.26
(決)昭49. 9.26

議会事務局議事
課

4845 29 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会県内視察について 昭和４９年度
(起)昭49.10.14
(施)昭49.10.16

議会事務局議事
課

4845 30 南アルプス開発特別委員会関係綴 ヘリコプター借用についての協力方について 昭和４９年度 (施)昭49. 9.20
議会事務局議事
課

4845 31 南アルプス開発特別委員会関係綴 航空機とう乗承認申請書の提出について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.30
議会事務局議事
課

4845 32 南アルプス開発特別委員会関係綴 南アルプス開発特別委員会県外視察について 昭和４９年度 (起)昭49.10.14
議会事務局議事
課

4846 1
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和46年５月24日） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4846 2
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和46年６月８日） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4846 3
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和46年７月24日） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4846 4
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和46年９月22日） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4846 5
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和46年11月20日） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4846 6
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和47年３月23日） 昭和４６年度
議会事務局議事
課

4846 7
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和47年４月27日） 昭和４７年度
議会事務局議事
課

4846 8
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和47年８月16日） 昭和４７年度
議会事務局議事
課

4846 9
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和47年10月12日） 昭和４７年度
議会事務局議事
課

4846 10
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

県外視察の実施について 昭和４７年度
(起)昭47.10.12
(決)昭47.10.13

議会事務局議事
課

4846 11
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和48年２月24日） 昭和４７年度
議会事務局議事
課

4846 12
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害特別委員会開催について（通知） 昭和４７年度 (起)昭48. 2.15
議会事務局議事
課
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4846 13
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害特別委員会開催について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 9
(決)昭48. 6. 9

議会事務局議事
課

4846 14
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和48年６月18日） 昭和４８年度
議会事務局議事
課

4846 15
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害特別委員会開催について（通知） 昭和４８年度 (起)昭48. 8.27
議会事務局議事
課

4846 16
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和48年９月10日） 昭和４８年度
議会事務局議事
課

4846 17
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

県内視察の実施について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 9
(決)昭49. 1.10
(施)昭49. 1.10

議会事務局議事
課

4846 18
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

県外視察の実施について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.26
(決)昭49. 1.26
(施)昭49. 1.28

議会事務局議事
課

4846 19
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害特別委員会開催について（通知） 昭和４９年度 (起)昭49. 5. 2
議会事務局議事
課

4846 20
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和49年５月13日） 昭和４９年度
議会事務局議事
課

4846 21
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害特別委員会開催について（通知） 昭和４９年度 (起)昭49. 9.26
議会事務局議事
課

4846 22
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

公害対策特別委員会会議録（昭和49年10月15日） 昭和４９年度
議会事務局議事
課

4846 23
公害対策特別委員会会議録（46～
49）

県外視察の実施について（通知） 昭和４９年度 (起)昭49.10. 3
議会事務局議事
課

4847 1
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害（大気・水質）関係資料 昭和５４年度
生活環境部大気
保全課：水質保
全課

4847 2
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和55年２月14日） 昭和５４年度
議会事務局調査
課

4847 3
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和54年８月７日） 昭和５４年度
議会事務局調査
課

4847 4
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和54年２月８日） 昭和５３年度
議会事務局議事
課

4847 5
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和53年８月２日） 昭和５３年度
議会事務局議事
課

4847 6
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和53年４月28日） 昭和５３年度
議会事務局議事
課

4847 7
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和52年10月31日） 昭和５２年度
議会事務局議事
課

4847 8
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和52年８月１日） 昭和５２年度
議会事務局議事
課

4847 9
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和51年９月13日） 昭和５１年度
議会事務局議事
課
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4847 10
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和51年７月12日） 昭和５１年度
議会事務局議事
課

4847 11
公害対策特別委員会会議録（50～
54）

公害対策特別委員会会議録（昭和50年10月31日） 昭和５０年度
議会事務局議事
課

4848 1
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和49年７
月25日）

昭和４９年度
議会事務局議事
課

4848 2
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和48年３
月16日）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.23
(決)昭48. 2.23

議会事務局議事
課

4848 3
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和48年２
月22日）

昭和４７年度 (起)昭48. 2.14
議会事務局議事
課

4848 4
医科大学設置促進特別委員会会議
録

国立医科大学の誘致場所決定に関する要望につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 8.15
(決)昭47. 8.16
(施)昭47. 8.18

議会事務局議事
課

4848 5
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和47年９
月７日）

昭和４７年度
議会事務局議事
課

4848 6
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和47年８
月15日）

昭和４７年度
議会事務局議事
課

4848 7
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和47年２
月14日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4848 8
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置推進特別委員会の視察について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 8
(施)昭46.11. 9

議会事務局議事
課

4848 9
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和46年12
月９日）

昭和４６年度
(起)昭46.12. 2
(施)昭46.12. 2

議会事務局議事
課

4848 10
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和46年11
月26日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4848 11
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会会議録（昭和46年９
月13日）

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 4
(施)昭46. 9. 4

議会事務局議事
課

4848 12
医科大学設置促進特別委員会会議
録

特別委員会の開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.13
(決)昭46. 5.14
(施)昭46. 5.14

議会事務局議事
課

4848 13
医科大学設置促進特別委員会会議
録

復命書（医科大学の昭和49年度開校） 昭和４８年度 (起)昭48. 8.22
議会事務局議事
課

4848 14
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置に関する陳情について（復命） 昭和４８年度
(起)昭48. 8.11
(施)昭48. 8.11

議会事務局議事
課

4848 15
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会正副委員長会議につ
いて

昭和４６年度 (起)昭47. 2. 9
議会事務局議事
課

4848 16
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学の設置陳情について 昭和４６年度 (起)昭47. 1.27
議会事務局議事
課

4848 17
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置に関する陳情について（復命） 昭和４６年度 (起)昭47. 1.27
議会事務局議事
課

4848 18
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学の設置推進の陳情（復命） 昭和４６年度 (起)昭46.12.21
議会事務局議事
課

4848 19
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会正副委員長の陳情に
ついて

昭和４６年度 (起)昭46.12.20
議会事務局総務
課
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4848 20
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進の陳情について（伺） 昭和４６年度 (起)昭46.12. 7
議会事務局総務
課

4848 21
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進の陳情について（復命） 昭和４６年度 (起)昭46.10. 5
議会事務局総務
課

4848 22
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進の陳情について（復命） 昭和４６年度 (起)昭46. 9.11
議会事務局総務
課

4848 23
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進の陳情について（復命） 昭和４６年度 (起)昭46. 9.11
議会事務局総務
課

4848 24
医科大学設置促進特別委員会会議
録

正副委員長打合せ会について 昭和４６年度 (起)昭46. 9. 1
議会事務局総務
課

4848 25
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学誘致について陳情（復命） 昭和４６年度 (起)昭46. 8.31
議会事務局総務
課

4848 26
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進方の陳情について 昭和４６年度 (起)昭46. 8.10
議会事務局総務
課

4848 27
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置促進特別委員会の陳情について（復
命）

昭和４６年度 (起)昭46. 7.31
議会事務局総務
課

4848 28
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置に関する陳情について 昭和４６年度
議会事務局総務
課

4848 29
医科大学設置促進特別委員会会議
録

医科大学設置に関する陳情について 昭和４６年度
議会事務局総務
課

4849 1
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

産業医科大学誘致促進特別委員会会議録（昭和48
年３月23日）

昭和４７年度 (起)昭48. 3.20
議会事務局議事
課

4849 2
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

産業医科大学誘致促進特別委員会会議録（昭和48
年４月11日）

昭和４８年度 (起)昭48. 4. 5
議会事務局議事
課

4849 3
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

記録書（復命） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.26
議会事務局議事
課

4849 4
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

記録書（復命） 昭和４８年度 (起)昭48. 7. 8
議会事務局議事
課

4849 5
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

産業医科大学誘致促進特別委員会会議録（昭和48
年８月８日）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.31
(決)昭48. 8. 1
(施)昭48. 8. 1

議会事務局議事
課

4849 6
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

記録書（復命） 昭和４８年度 (起)昭48. 8.23
議会事務局議事
課

4849 7
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

産業医科大学誘致促進特別委員会会議録（昭和48
年８月31日）

昭和４８年度 (起)昭48. 8.28
議会事務局議事
課

4849 8
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

産業医科大学誘致促進特別委員会会議録（昭和48
年11月22日）

昭和４８年度
(起)昭48.11.19
(施)昭48.11.19

議会事務局議事
課

4849 9
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

産業医科大学誘致促進特別委員会会議録（昭和49
年９月24日）

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 9
(決)昭49. 9. 9
(施)昭49. 9. 9

議会事務局議事
課

4849 10
産業医科大学誘致促進特別委員会
関係綴

北九州市へ建設する産業医大の建設の状況並現地
視察

昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(施)昭49.10. 1

議会事務局議事
課

4850 1
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.30
(決)昭46. 7. 3
(施)昭46. 7. 5

議会事務局議事
課
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4850 2
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和46年７月12
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4850 3
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.21
(決)昭46. 9.23
(施)昭46. 9.25

議会事務局議事
課

4850 4
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和46年10月11
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4850 5
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県外視察について（通
知）

昭和４６年度
(起)昭46.10.13
(決)昭46.10.18
(施)昭46.10.18

議会事務局議事
課

4850 6
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県東・西部視察について
（通知）

昭和４６年度
(起)昭46.12.14
(決)昭46.12.14
(施)昭46.12.14

議会事務局議事
課

4850 7
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.14
(決)昭47. 1.18
(施)昭47. 1.18

議会事務局議事
課

4850 8
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和47年１月31
日）

昭和４６年度
議会事務局議事
課

4850 9
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.12
(決)昭47. 5.13
(施)昭47. 5.13

議会事務局議事
課

4850 10
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和47年５月22
日）

昭和４７年度
議会事務局議事
課

4850 11
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.27
(決)昭47. 7.27
(施)昭47. 7.27

議会事務局議事
課

4850 12
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和47年８月11
日）

昭和４７年度
議会事務局議事
課

4850 13
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４７年度
議会事務局議事
課

4850 14
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和47年10月13
日）

昭和４７年度
議会事務局議事
課

4850 15
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県西部視察について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.12
(決)昭48. 1.12
(施)昭48. 1.16

議会事務局議事
課

4850 16
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県内視察日程の一部変更
について

昭和４７年度 (施)昭48. 1.27
議会事務局議事
課

4850 17
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県東・中・西部視察につ
いて（通知）

昭和４７年度
議会事務局議事
課

4850 18
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県外視察について 昭和４７年度 (施)昭47.10.18
議会事務局議事
課

4850 19
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４８年度 (起)昭48. 5.14
議会事務局議事
課

4850 20
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和48年５月29
日）

昭和４８年度
議会事務局議事
課

4850 21
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４８年度
(起)昭48.10.18
(決)昭48.11. 5
(施)昭48.11. 5

議会事務局議事
課

4850 22
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和48年11月20
日）

昭和４８年度
議会事務局議事
課
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4850 23
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県内視察について 昭和４８年度 (起)昭48.12.26
議会事務局議事
課

4850 24
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県外視察について 昭和４８年度 (起)昭49. 1.11
議会事務局議事
課

4850 25
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

委員会開催について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.11
議会事務局議事
課

4850 26
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和49年９月24
日）

昭和４９年度
議会事務局議事
課

4850 27
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県外視察について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.27
(決)昭49.10. 2
(施)昭49.10. 2

議会事務局議事
課

4850 28
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会県内視察について 昭和４９年度 (起)昭49.11.28
議会事務局議事
課

4850 29
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会開催について（昭和45年
12月18日）

昭和４５年度 (起)昭45.12. 7
議会事務局議事
課

4850 30
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

県外視察の実施について 昭和４５年度
(起)昭45.10.12
(施)昭45.10.14

議会事務局議事
課

4850 31
交通安全対策特別委員会会議録
（45～49）

交通安全対策特別委員会開催について（昭和45年
９月14日）

昭和４５年度 (起)昭45. 8.19
議会事務局議事
課

4851 1
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

委員会開催について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 9
議会事務局議事
課

4851 2
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和50年７月23
日）

昭和５０年度 (起)昭50. 7. 9
議会事務局議事
課

4851 3
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

委員会開催について 昭和５０年度 (起)昭51. 2. 4
議会事務局議事
課

4851 4
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会県外視察実施について 昭和５０年度 (起)昭50.10.  
議会事務局議事
課

4851 5
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会の県内視察実施について 昭和５０年度 (起)昭51. 3. 1
議会事務局議事
課

4851 6
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和51年２月18
日）

昭和５０年度
議会事務局議事
課

4851 7
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

委員会開催について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.21
議会事務局議事
課

4851 8
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和51年８月10
日）

昭和５１年度
議会事務局議事
課

4851 9
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会の視察について 昭和５１年度 (起)昭51.10.23
議会事務局議事
課

4851 10
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会の県内視察について 昭和５１年度 (起)昭52. 1.11
議会事務局議事
課

4851 11
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

委員会開催について 昭和５１年度 (起)昭52. 1.11
議会事務局議事
課

4851 12
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会会議録（昭和52年１月25
日）

昭和５１年度
議会事務局議事
課
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4851 13
交通安全対策特別委員会会議録
（50～51）

交通安全対策特別委員会の県外視察の実施につい
て

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 1
(決)昭52. 2. 2
(施)昭52. 2. 2

議会事務局議事
課

4852 1 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和58年度） 昭和５８年度 社会課

4852 2 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和57年度） 昭和５７年度 社会課

4852 3 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和56年度） 昭和５６年度 社会課

4852 4 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和55年度） 昭和５５年度 社会課

4852 5 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和54年度） 昭和５４年度 社会課

4852 6 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和53年度） 昭和５３年度 社会課

4852 7 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和52年度） 昭和５２年度 社会課

4852 8 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和51年度） 昭和５１年度 社会課

4852 9 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和50年度） 昭和５０年度 社会課

4852 10 生活保護の実施状況 生活保護の実施状況（昭和49年度） 昭和４９年度 社会課

4853 1 家畜死体等処理施設設置事業
家畜死体等処理施設設置事業実施用利用の一部改
正について

昭和４９年度 (収)昭49. 6.20 農林事務次官

4853 2 家畜死体等処理施設設置事業
レンダーリング施設設置費補助金の交付確定につ
いて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 1
(決)昭50. 5. 6
(施)昭50. 5. 6

畜産課

4853 3 家畜死体等処理施設設置事業
レンダーリング施設設置費補助金の交付決定につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.27
(施)昭49.12.27

畜産課

4853 4 家畜死体等処理施設設置事業
昭和49年度レンダーリング施設設置費補助金の内
示について

昭和４９年度
(起)昭49.11.15
(決)昭49.11.15
(施)昭49.11.15

畜産課

4853 5 家畜死体等処理施設設置事業
レンダーリング施設設置費補助金交付要綱の制定
について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭49.11.15
(決)昭49.11.15
(施)昭49.11.15

畜産課

4853 6 家畜死体等処理施設設置事業
家畜死体等処理施設設置事業計画の承認協議につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 8.10
(決)昭49. 8.12
(施)昭49. 8.13

畜産課

4854 1
レンダーリングプラント附帯施設
設置事業費補助金関係

昭和50年度レンダーリングプラント附帯施設等設
置事業費補助金の交付確定について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 4
(決)昭51. 5.12
(施)昭51. 5.12

畜産課

4854 2
レンダーリングプラント附帯施設
設置事業費補助金関係

補助金の交付決定について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.27
(決)昭51. 3.27
(施)昭51. 3.31

畜産課

4854 3
レンダーリングプラント附帯施設
設置事業費補助金関係

昭和50年度レンダーリングプラント附帯施設等設
置事業費補助金の内示について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.24
(決)昭51. 3.25
(施)昭51. 3.25

畜産課

4854 4
レンダーリングプラント附帯施設
設置事業費補助金関係

レンダーリングプラント附帯施設等設置事業費補
助金交付要綱の制定について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.23
(決)昭51. 3.24
(施)昭51. 3.24

畜産課
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4855 1 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（静岡市根古谷～中島地先） 昭和４６年度 砂防課

4855 2 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（相良町相良・落合地先） 昭和４６年度 砂防課

4855 3 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（湖西町湖西海岸地区） 昭和４６年度 砂防課

4855 4 海岸事業関係写真集　No.１
海岸高潮対策事業（東伊豆町熱川海岸奈良本地
先）

昭和４６年度 砂防課

4855 5 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（大浜町大浜海岸菊浜地先） 昭和４６年度 砂防課

4855 6 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（富士市富士海岸五貫島地先） 昭和４６年度 砂防課

4855 7 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（清水市三保～蛇塚地先） 昭和４６年度 砂防課

4855 8 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（静岡市広野海岸広野地先） 昭和４６年度 砂防課

4855 9 海岸事業関係写真集　No.１
海岸高潮対策事業（大須賀町大須賀海岸沖ノ須地
先）

昭和４６年度 砂防課

4855 10 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（沼津市牛臥賀海島郷地先） 昭和４６年度 砂防課

4855 11 海岸事業関係写真集　No.１
海岸高潮対策事業（御前崎町久々生海岸久々生地
先）

昭和４６年度 砂防課

4855 12 海岸事業関係写真集　No.１ 海岸高潮対策事業（舞阪町舞阪海岸舞阪地先） 昭和４６年度 砂防課

4856 1 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（相模灘沿岸熱川海岸（高
潮））

昭和４８年度 砂防課

4856 2 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸沼津牛臥海岸（浄
化））

昭和４８年度 砂防課

4856 3 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸富士海岸（高
潮））

昭和４８年度 砂防課

4856 4 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸清水海岸（局
政））

昭和４８年度 砂防課

4856 5 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸静岡海岸（高
潮））

昭和４８年度 砂防課

4856 6 海岸事業関係写真集　No.２ 海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸静岡海岸） 昭和４９年度 砂防課

4856 7 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸静岡海岸（環
境））

昭和４９年度 砂防課

4856 8 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸静岡広野海岸（侵
食））

昭和４９年度 砂防課

4856 9 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸相良片浜海岸（高
潮））

昭和４９年度 砂防課
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4856 10 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（駿河湾沿岸大浜海岸（高
潮））

昭和４９年度 砂防課

4856 11 海岸事業関係写真集　No.２
海岸高潮対策事業（遠州灘沿岸湖西海岸（高
潮））

昭和４９年度 砂防課

4857 1
巴川地域総合洪水防衛計画基礎調
査地質調査報告書（１／２）

巴川地域総合洪水防衛計画基礎調査地質調査報告
書（１／２）

昭和５０年度

4858 1
巴川地域総合洪水防衛計画基礎調
査地質調査報告書（２／２）

巴川地域総合洪水防衛計画基礎調査地質調査報告
書（２／２）

昭和５０年度

4859 1
巴川地域総合洪水防衛計画基礎調
査地質調査報告書（参考資料集）

巴川地域総合洪水防衛計画基礎調査地質調査報告
書（参考資料集）

昭和５０年度

4860 1
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（46～47）

第３回静岡県原子力発電所環境安全協議会次第 昭和４７年度 (施)昭47.12.18

4860 2
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（46～47）

第２回静岡県原子力発電所環境安全協議会の概要
について（供覧）

昭和４７年度
(起)昭47. 5.13
(決)昭47. 5.18

調整課

4860 3
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（46～47）

静岡県原子力発電所環境安全協議会発会式の会場
変更について

昭和４６年度 (起)昭46.12.17 調整課

4860 4
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（46～47）

静岡県原子力発電所環境安全協議会発会式の開催
について

昭和４６年度
(起)昭46.12. 6
(施)昭46.12. 7

調整課

4860 5
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（46～47）

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員及び幹事
の委嘱及び任命について

昭和４６年度
(起)昭46. 8. 6
(決)昭46. 8.17

調整課

4860 6
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（46～47）

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の推せん
依頼等について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.21
(決)昭46. 7.12

調整課

4861 1
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（48～49）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査（49年４～
９月）結果について

昭和４９年度
(起)昭49.12.19
(決)昭49.12.21
(施)昭49.12.21

渉外調整課

4861 2
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（48～49）

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能対策について 昭和４９年度
(起)昭49.10.11
(施)昭49.10.16

企画調整課

4861 3
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（48～49）

原子力発電所環境安全協議会視察における知事挨
拶および環境放射能測定技術会における副知事挨
拶について（うかがい）

昭和４９年度 (起)昭49. 9.10 企画調整課

4861 4
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（48～49）

浜岡原子力発電所の視察について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 4
(決)昭49. 9. 7
(施)昭49. 9. 7

企画調整課

4861 5
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（48～49）

県境放射能測定技術会及び原子力発電所環境安全
協議会における副知事挨拶について（伺）

昭和４９年度 (起)昭49. 5.22 企画調整課

4862 1
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（50）

静岡県原子力発電所環境安全協議会次第 昭和５０年度 (起)昭51. 2.17

4862 2
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（50）

原子力発電所環境安全協議会並びに環境放射能測
定技術会における会長挨拶要旨について（うかが
い）

昭和５０年度 (起)昭51. 2. 9 水対策調整課

4862 3
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（50）

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５０年度 (起)昭51. 1.  水対策調整課

4862 4
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（50）

原子力発電所環境安全協議会並びに環境放射能測
定技術会における会長挨拶要旨について（うかが
い）

昭和５０年度 (起)昭50.11. 6 水対策調整課
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4862 5
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（50）

静岡県環境放射能測定技術会ならびに原子力発電
所環境安全協議会における会長挨拶について（う
かがい）

昭和５０年度 (起)昭50. 8. 7 水対策調整課

4862 6
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（50）

静岡県原子力発電所環境安全協議会ならびに環境
放射能測定技術会における会長挨拶要旨について
（うかがい）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.23 水対策調整課

4862 7
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（50）

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて（うかがい）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.16 水対策調整課

4862 8
静岡県原子力発電所環境安全協議
会（50）

静岡県原子力発電所環境安全協議会規程の一部改
正について（うかがい）

昭和５０年度 (起)昭50. 5.13 水対策調整課

4863 1
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録（第３
回臨時会）

昭和５５年度 (施)昭56. 2.17

4863 2
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録（第２
回定例会）

昭和５５年度 (施)昭55.11.14

4863 3
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録（臨時
会）

昭和５５年度 (施)昭55. 9. 9

4863 4
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録（第１
回定例会）

昭和５５年度 (施)昭55. 5.15

4863 5
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録（第２
回臨時会）

昭和５４年度 (施)昭55. 2.19

4863 6
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録（第２
回定例会）

昭和５４年度 (施)昭54.11.20

4863 7
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録（臨時
会）

昭和５４年度 (施)昭54. 9.26

4863 8
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 6.27
(決)昭54. 6.28

水対策調整課

4863 9
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５３年度 (施)昭54. 2.21

4863 10
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５３年度 (施)昭53.11.16

4863 11
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５３年度 (施)昭53. 8.17

4863 12
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５３年度 (施)昭53. 5.18

4863 13
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５２年度 (施)昭52.11.28

4863 14
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５２年度 (施)昭52. 8.27

4863 15
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５２年度 (施)昭52. 5.26

4863 16
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５１年度 (施)昭52. 2.16
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4863 17
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５１年度 (施)昭51.11.16

4863 18
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５１年度 (施)昭51. 8.27

4863 19
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５１年度 (施)昭51. 5.21

4863 20
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５０年度 (施)昭51. 2.17

4863 21
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５０年度 (施)昭50.11.13

4863 22
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５０年度 (施)昭50. 8.11

4863 23
静岡県原子力発電所環境安全協議
会議事録

静岡県原子力発電所県境安全協議会議事録 昭和５０年度 (施)昭50. 5.29

4864 1
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査計画

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査試料採取打
合せについて

昭和４７年度 (起)昭47. 5.22 調整課

4864 2
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査計画

浜岡原子力発電所モニタリングポストの設置につ
いて（供覧）

昭和４７年度 (起)昭47. 5.16 調整課

4864 3
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査計画

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査計画（案）
について（うかがい）

昭和４７年度
(起)昭47. 4.24
(決)昭47. 4.28

調整課

4865 1
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

静岡県下の他地域や他府県における従来の環境放
射能の調査結果について

4865 2
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果につ
いて（第４報）

昭和４９年度 (起)昭49. 6.  
静岡県原子力発
電所環境安全協
議会

4865 3
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果につ
いて（第３報）

昭和４８年度 (起)昭48.12.  
静岡県原子力発
電所環境安全協
議会

4865 4
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果につ
いて

昭和４８年度 (起)昭48. 6.  
静岡県原子力発
電所環境安全協
議会

4865 5
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（47年
度・48年度調査）

昭和４９年度 (起)昭49. 5.  
静岡県環境放射
能測定技術会

4865 6
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果につ
いて（昭和48年度上期）

昭和４８年度 (起)昭48.12.  
静岡県環境放射
能測定技術会

4865 7
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果（昭和
48年度上期）

昭和４８年度

4865 8
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果につ
いて（昭和47年度）

昭和４８年度 (起)昭48. 6.  
静岡県環境放射
能測定技術会

4865 9
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果（昭和
47年度）

昭和４８年度

4865 10
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果につ
いて（昭和47年度上期）

昭和４７年度 (起)昭47.12.  
静岡県環境放射
能測定技術会
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4865 11
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果（昭和
47年度上期）

昭和４７年度

4865 12
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

周辺環境放射能測定結果報告書（48年10月～49年
３月）

昭和４９年度 (収)昭49. 5.16
中部電力株式会
社

4865 13
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

周辺環境放射能測定結果報告書（48年４月～48年
９月）

昭和４８年度
中部電力株式会
社

4865 14
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

周辺環境放射能測定結果報告書（47年10月～48年
３月）

昭和４７年度
中部電力株式会
社

4865 15
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

周辺環境放射能測定結果報告書（47年４月～47年
９月）

昭和４７年度
中部電力株式会
社

4865 16
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

周辺環境放射能測定結果報告書（48年10月～49年
３月）

昭和４８年度
静岡県衛生研究
所

4865 17
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

周辺環境放射能測定結果報告書（48年４月～48年
９月）

昭和４８年度
静岡県衛生研究
所

4865 18
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

周辺環境放射能測定結果報告書（47年10月～48年
３月）

昭和４７年度
静岡県衛生研究
所

4865 19
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（47～48）

周辺環境放射能測定結果報告書（47年４月～47年
９月）

昭和４７年度
静岡県衛生研究
所

4866 1
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（53年10月～53年12月）について

昭和５３年度 (収)昭54. 2. 9
静岡県衛生研究
所

4866 2
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（53年10月～53年12月）について

昭和５３年度 (収)昭54. 2.13
中部電力株式会
社

4866 3
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（53年７月～53年９月）について

昭和５３年度 (収)昭53.  .  
静岡県衛生研究
所

4866 4
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（53年７月～53年９月）について

昭和５３年度 (収)昭53.11. 2
中部電力株式会
社

4866 5
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（53年４月～53年６月）について

昭和５３年度 (収)昭53. 8.10
中部電力株式会
社

4866 6
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（53年４月～53年６月）

昭和５３年度
静岡県衛生研究
所

4866 7
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（53年１月～53年３月）について

昭和５３年度 (収)昭53. 5.10
中部電力株式会
社

4866 8
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（53年１月～53年３月）について

昭和５３年度 (収)昭53. 5.13
静岡県衛生研究
所

4866 9
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（52年10月～52年12月）について

昭和５２年度 (収)昭53. 2.10
静岡県衛生研究
所

4866 10
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（52年10月～52年12月）について

昭和５２年度 (収)昭53. 2.10
中部電力株式会
社

4866 11
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（52年７月～52年９月）について

昭和５２年度 (収)昭52.11.14
中部電力株式会
社

4866 12
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（52年７月～52年９月）について

昭和５２年度 (収)昭52.11.16
静岡県衛生研究
所
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4866 13
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（52年４月～52年６月）について

昭和５２年度 (収)昭52. 8.18
中部電力株式会
社

4866 14
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（52年１月～52年３月）について

昭和５２年度 (収)昭52. 5. 9
静岡県衛生研究
所

4866 15
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（52年１月～52年３月）について

昭和５２年度 (収)昭52. 5.12
中部電力株式会
社

4866 16
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（51年10月～51年12月）について

昭和５１年度 (収)昭52. 2.17
静岡県衛生研究
所

4866 17
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（51年10月～51年12月）について

昭和５１年度 (収)昭52. 2. 1
中部電力株式会
社

4866 18
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（51年７月～51年９月）について

昭和５１年度 (収)昭51.11.10
中部電力株式会
社

4866 19
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（51年７月～51年９月）について

昭和５１年度 (収)昭51.11. 2
静岡県衛生研究
所

4866 20
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（51年４月～51年６月）について

昭和５１年度 (収)昭51. 8.16
中部電力株式会
社

4866 21
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（51年１月～51年３月）について

昭和５１年度 (収)昭51. 5.15
中部電力株式会
社

4866 22
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（51年１月～51年３月）について

昭和５１年度 (収)昭51. 5.15
静岡県衛生研究
所

4866 23
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（50年10月～50年12月）について

昭和５０年度 (収)昭51. 2.26
静岡県衛生研究
所

4866 24
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（50年10月～50年12月）について

昭和５０年度 (収)昭51. 2. 9
中部電力株式会
社

4866 25
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（50年７月～50年９月）について

昭和５０年度 (収)昭50.11. 6
静岡県衛生研究
所

4866 26
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果（49年
10月～49年12月）

昭和４９年度 (収)昭50. 2.  
静岡県環境放射
能測定技術会

4866 27
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（49年10月～49年12月）について

昭和４９年度 (収)昭50. 2.19
静岡県衛生研究
所

4866 28
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（49年10月～49年12月）について

昭和４９年度 (収)昭50. 2.19
中部電力株式会
社

4866 29
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果（49年
４月～49年９月）

昭和４９年度 (収)昭49.12.  
静岡県環境放射
能測定技術会

4866 30
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（49年７月～49年９月）について

昭和４９年度 (収)昭49.12. 2
静岡県衛生研究
所

4866 31
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（49年７月～49年９月）について

昭和４９年度 (収)昭49.12. 2
中部電力株式会
社

4866 32
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（49年４月～49年６月）について

昭和４９年度 (収)昭49. 9.12
静岡県衛生研究
所

4866 33
浜岡原子力発電所周辺環境放射能
調査結果（49～53）

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書
（49年４月～49年６月）について

昭和４９年度 (収)昭49. 9.12
中部電力株式会
社
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4867 1
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

昭和49年度交通安全功労者・団体の表彰実施につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 7.18 交通安全対策室

4867 2
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体表彰の候補者（団体）の推
せんおよび選定依頼について

昭和４９年度 (起)昭49. 7.20 交通安全対策室

4867 3
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

表彰式の席次及び正面飾りつけについて 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 2 交通安全対策室

4867 4
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体の表彰式出席依頼について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 9
(決)昭49. 9.10
(施)昭49. 9.11

交通安全対策室

4867 5
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体の表彰式次第について 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 2 交通安全対策室

4867 6
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体の表彰式の出席者について 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 2 交通安全対策室

4867 7
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体表彰の表彰状および賞状の
文案について

昭和４９年度 (起)昭49. 9. 2 交通安全対策室

4867 8
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

昭和49年交通安全功労者・団体表彰の候補者の推
せん状況について

昭和４９年度 (起)昭49. 9.17 交通安全対策室

4867 9
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

昭和49年交通安全功労者・団体の表彰について 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 9 交通安全対策室

4867 10
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

業界別交通安全コンクール優良事業所の決定につ
いて

昭和４９年度 (起)昭49. 9.13 交通安全対策室

4867 11
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

昭和49年交通安全功労者・団体の表彰について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.13 交通安全対策室

4867 12
49交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者表彰式県知事式辞について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.12 交通安全対策室

4868 1
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

昭和50年度交通安全功労者・団体の表彰実施につ
いて

昭和５０年度 (起)昭50. 7.25 交通安全対策室

4868 2
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体表彰の候補者（団体）の推
せんおよび選定依頼について

昭和５０年度 (起)昭50. 7.29 交通安全対策室

4868 3
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

昭和50年交通安全功労者・団体の表彰について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 9 交通安全対策室

4868 4
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全事業協力者に対する感謝状の贈呈につい
て

昭和５０年度 (起)昭50. 8.25 交通安全対策室

4868 5
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体表彰の表彰状および賞状の
文案について

昭和５０年度 (起)昭50. 8.26 交通安全対策室

4868 6
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者表彰式の席次及び正面飾りつけに
ついて

昭和５０年度 (起)昭50. 8.26 交通安全対策室

4868 7
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体の表彰式次第について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 4 交通安全対策室

4868 8
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体表彰式の出席者について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 4 交通安全対策室

4868 9
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者・団体の表彰式出席依頼について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 4 交通安全対策室
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4868 10
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

昭和50年交通安全功労者・団体の表彰について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.12
(決)昭50. 9.12
(施)昭50. 9.13

交通安全対策室

4868 11
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者表彰式県知事式辞について 昭和５０年度 (起)昭50. 9. 5 交通安全対策室

4868 12
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

交通安全功労者表彰式の警察本部長祝辞について 昭和５０年度 (起)昭50. 9.16 交通安全対策室

4868 13
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

表彰式の進行要領について 昭和５０年度 (起)昭50. 9.16 交通安全対策室

4868 14
50交通安全功労者・団体表彰関係
綴

業界別交通安全コンクール優良事業所の表彰伝達
について

昭和５０年度 (起)昭50.11.20 交通安全対策室

4869 1
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和４６年度 (収)昭47. 2. 1
内閣総理大臣官
房交通安全対策
室長

4869 2
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の実施について 昭和４５年度 (収)昭46. 3.18
内閣総理大臣官
房交通安全対策
室長

4869 3
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和４６年度
(起)昭47. 2. 3
(決)昭47. 2. 7
(施)昭47. 2. 7

交通安全対策室

4869 4
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の候補団体の推せんについて 昭和４６年度
(起)昭47. 3. 1
(決)昭47. 3. 3
(施)昭47. 3. 3

交通安全対策室

4869 5
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和４７年度 (起)昭48. 2. 6 交通安全対策室

4869 6
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和４７年度
(起)昭48. 2.28
(施)昭48. 3. 5

交通安全対策室

4869 7
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 5
(決)昭48. 4. 5
(施)昭48. 4. 5

交通安全対策室

4869 8
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和４８年度
(起)昭49. 2.26
(決)昭49. 2.28
(施)昭49. 3. 1

交通安全対策室

4869 9
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和４９年度 (起)昭50. 2.26 交通安全対策室

4869 10
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（47～50）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５０年度 (収)昭50. 5.12
内閣総理大臣官
房交通安全対策
室長

4870 1
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 3
内閣総理大臣官
房交通安全対策
室長

4870 2
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰（総務長官表彰）の候補者の
選定について

昭和５０年度 (起)昭51. 3. 5 交通安全対策室

4870 3
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰候補者の推薦について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.10
(決)昭51. 3.12
(施)昭51. 3.13

交通安全対策室

4870 4
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 5
内閣総理大臣官
房交通安全対策
室長
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4870 5
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和５１年度 (収)昭52. 1.17
内閣総理大臣官
房交通安全対策
室長

4870 6
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰（総理府総務長官）の候補者
の選定について

昭和５１年度 (起)昭52. 1.31 交通安全対策室

4870 7
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰候補者の推薦について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.10
(施)昭52. 2.21

交通安全対策室

4870 8
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰の候補者の推せんについて 昭和５３年度 (収)昭53. 5.31
内閣総理大臣官
房交通安全対策
室長

4870 9
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰（交通対策本部長「総理府総
務長官」）の候補者の選定について

昭和５３年度 (起)昭53. 6.15 交通安全対策室

4870 10
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰候補団体の推薦について 昭和５３年度 (起)昭53. 6.29 交通安全対策室

4870 11
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５３年度 (起)昭53. 8.31 交通安全対策室

4870 12
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰の候補者の推薦について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.28
内閣総理大臣官
房交通安全対策
室長

4870 13
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰（交通対策本部長「総理府総
務長官」）の候補者の選定について

昭和５４年度 (収)昭54. 7. 9 交通安全対策室

4870 14
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰候補団体の推せんについて 昭和５４年度
(起)昭54. 7.16
(決)昭54. 7.21

交通安全対策室

4870 15
交通安全功労者表彰関係綴（交通
対策本部長）（50～54）

交通安全功労者表彰の被表彰者について 昭和５４年度 (起)昭54. 9. 1 交通安全対策室

4871 1
第１次～５次踏切事故防止総合対
策計画

第５次踏切事故防止総合対策計画（平成３年度～
７年度）

平成　３年度

4871 2
第１次～５次踏切事故防止総合対
策計画

第４次踏切事故防止総合対策計画（昭和61年度
～）

昭和６１年度

4871 3
第１次～５次踏切事故防止総合対
策計画

踏切事故防止対策一覧表（昭和56年度～60年度）

4871 4
第１次～５次踏切事故防止総合対
策計画

踏切事故防止総合対策一覧表（昭和51年度～55年
度）

4871 5
第１次～５次踏切事故防止総合対
策計画

静岡県踏切道一覧表（昭和46年４月）

4872 1
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉審議会の議案の提出について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 9
(決)昭46. 4. 9
(施)昭46. 4. 9

医務課

4872 2
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉法による温泉堀さく、増堀及び動力装置許可
申請に対する処分の諮問について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 5.31
(決)昭46. 6. 2
(施)昭46. 6. 3

医務課

4872 3
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉審議会の開催について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 3
(決)昭46. 6. 7
(施)昭46. 6. 8

医務課

4872 4
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉法に基づく堀さく、増堀及び動力装置の申請
に対する処分について（答申）

昭和４６年度
(起)昭46. 7. 3
(決)昭46. 7. 5
(施)昭46. 7. 6

医務課
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4872 5
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉堀さく、増堀及び動力装置の許可について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 7. 6
(決)昭46. 7. 7
(施)昭46. 7.12

医務課

4872 6
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉審議会の議案の提出について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 2
(決)昭46. 8. 3
(施)昭46. 8. 3

医務課

4872 7
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉法による温泉堀さく、増堀及び動力装置許可
申請に対する処分の諮問について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 8.24
(決)昭46. 8.26
(施)昭46. 8.26

医務課

4872 8
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉審議会の開催について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46. 8.26
(決)昭46. 8.26
(施)昭46. 8.26

医務課

4872 9
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉法に基づく堀さく、増堀及び動力装置の申請
に対する処分について（答申）

昭和４６年度
(起)昭46. 9.18
(決)昭46. 9.22

医務課

4872 10
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉堀さく、増堀及び動力装置の許可について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46. 9.23
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 4

医務課

4872 11
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉審議会の議案の提出について 昭和４６年度 (起)昭46.10. 7 医務課

4872 12
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉動力装置許可について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.10.13
(決)昭46.10.13
(施)昭46.10.13

医務課

4872 13
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉法による温泉堀さく、増堀及び動力装置許可
申請に対する処分の諮問について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.11.19
(決)昭46.11.25
(施)昭46.11.25

医務課

4872 14
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉審議会の開催について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭46.11.18
(決)昭46.11.27
(施)昭46.11.27

医務課

4872 15
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

走り湯の視察について（依頼） 昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.11.29
(施)昭46.11.30

医務課

4872 16
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉法に基づく堀さく、増堀及び動力装置の申請
に対する処分について（答申）

昭和４６年度
(起)昭46.12.15
(決)昭46.12.20
(施)昭46.12.20

医務課

4872 17
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉堀さく、増堀及び動力装置の許可について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭46.12.20
(決)昭46.12.22
(施)昭46.12.22

医務課

4872 18
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉審議会の議案の提出について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.27
(決)昭47. 1.28
(施)昭47. 1.29

医務課

4872 19
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉法による温泉堀さく、増堀及び動力装置許可
申請に対する処分の諮問について（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 2.26
(決)昭47. 2.28
(施)昭47. 2.28

医務課

4872 20
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉審議会の開催について（伺い） 昭和４６年度
(起)昭47. 2.28
(決)昭47. 3. 1
(施)昭47. 3. 1

医務課

4872 21
温泉審議会関係綴　No.19　（昭
和46年度）

温泉堀さく、増堀及び動力装置の許可について
（伺い）

昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.30
(施)昭47. 3.30

医務課

4873 1
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉堀さく許可申請書等の進達について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.27
(決)昭47. 5.27
(施)昭47. 5.29

医務課

4873 2
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉審議会の開催について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.10
(決)昭47. 7.11
(施)昭47. 7.12

医務課

4873 3
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉法による温泉堀さく、増堀及び動力装置許可
申請に対する処分の諮問について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 7. 8
(決)昭47. 7. 8
(施)昭47. 7.10

医務課

4873 4
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉法に基づく温泉堀さく、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和４７年度
(起)昭47. 8. 8
(決)昭47. 8.14
(施)昭47. 8.14

医務課
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4873 5
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉堀さく、増堀及び動力装置の許可について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 8.14
(決)昭47. 8.14
(施)昭47. 8.25

医務課

4873 6
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉法に基づく許可申請に対する審議結果等につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 8.17
(決)昭47. 8.18
(施)昭47. 8.18

医務課

4873 7
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉法による温泉堀さく、増堀及び動力装置許可
申請に対する処分の諮問について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47.10.23
(決)昭47.10.30
(施)昭47.10.30

医務課

4873 8
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉法に基づく温泉堀さく、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和４７年度
(起)昭47.11.16
(決)昭47.11.21
(施)昭47.11.22

医務課

4873 9
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉堀さく、増堀及び動力装置の許可について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47.11.22
(決)昭47.11.28

医務課

4873 10
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉堀さく許可申請書等の進達について 昭和４７年度
(起)昭47.11.11
(決)昭47.11.12
(施)昭47.11.12

医務課

4873 11
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

昭和47年度第３回温泉審議会の開催について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.29
(決)昭48. 1.30
(施)昭48. 1.31

医務課

4873 12
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉法による温泉堀さく、増堀及び動力装置許可
申請に対する処分の諮問について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 1.31
(決)昭48. 2. 2
(施)昭48. 2. 6

医務課

4873 13
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉法に基づく温泉堀さく、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.24
(決)昭48. 2.26

医務課

4873 14
温泉審議会関係綴　No.20　（昭
和47年度）

温泉堀さく、増堀及び動力装置の許可について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.26
(決)昭48. 2.28

医務課

4874 1
社団法人静岡県畜産物価格安定基
金協会綴　No.２

子豚需給調整対策事業及び肉用子牛価格安定事業
に係る業務方法書の一部改正について（承認）

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 7
(決)昭53. 9. 9
(施)昭53. 9.11

畜産課

4874 2
社団法人静岡県畜産物価格安定基
金協会綴　No.２

社団法人静岡県畜産物価格安定基金協会定款の変
更認可について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 8.10
(施)昭52. 8.10

畜産課

4874 3
社団法人静岡県畜産物価格安定基
金協会綴　No.２

社団法人静岡県畜産物価格安定基金協会定款の一
部変更について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 9
(決)昭51. 6.14

畜産課

4874 4
社団法人静岡県畜産物価格安定基
金協会綴　No.２

社団法人静岡県畜産物価格安定基金協会定款の一
部変更ならびに業務方法書の一部変更について
（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50.11. 5
(施)昭50.11.29

畜産課

4874 5
社団法人静岡県畜産物価格安定基
金協会綴　No.２

社団法人静岡県畜産物価格安定基金協会の定款一
部変更認可について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭48. 3.23
(決)昭48. 3.28
(施)昭48. 3.28

畜産課

4874 6
社団法人静岡県畜産物価格安定基
金協会綴　No.２

社団法人静岡県畜産物価格安定基金協会業務方法
書（子豚、乳用雄肥育素牛）変更承認について
（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.25
(決)昭47. 9.30
(施)昭47. 9.30

畜産課

4874 7
社団法人静岡県畜産物価格安定基
金協会綴　No.２

社団法人静岡県畜産物価格安定基金協会定款の変
更認可について（伺い）

昭和４７年度
(起)昭47. 9.25
(決)昭47. 9.30
(施)昭47. 9.30

畜産課

4875 1
土地改良区の換地処分の公告（藤
枝市青島土地改良区）

土地改良区の換地処分公告について 昭和４８年度 (起)昭48. 7.25 農地管理課

4875 2
土地改良区の換地処分の公告（藤
枝市青島土地改良区）

土地改良法による換地計画の認可について（新法
地区）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.16
(決)昭48. 7.16
(施)昭48. 7.17

農地管理課

4875 3
土地改良区の換地処分の公告（藤
枝市青島土地改良区）

土地改良法による換地計画の認可について（公告
縦覧）

昭和４８年度
(起)昭48. 6. 1
(決)昭48. 6. 2
(施)昭48. 6. 4

農地管理課
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4876 1
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 三方原地区（第16工区） 昭和５６年度 農地管理課

4876 2
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 袋井宇狩・下山梨地区 昭和５６年度 農地管理課

4876 3
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 江間地区（第２工区） 昭和５６年度 農地管理課

4876 4
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 浅羽地区 昭和５６年度 農地管理課

4876 5
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 三方原地区（地上権関
係）

昭和５６年度 農地管理課

4876 6
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 桜木地区（家代工区） 昭和５６年度 農地管理課

4876 7
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 極南東部地区（第１～第
３工区）

昭和５６年度 農地管理課

4876 8
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 沼川地区（第５工区） 昭和５６年度 農地管理課

4876 9
事業調整（換地案件）関係綴 県
営（１）

県営圃場整備事業地域 湖西地区（第４工区） 昭和５６年度 農地管理課

4877 1
内国為替取引規程設定認可綴（田
子漁港協同組合外５組合）

内国為替取引規程の設定について（認可） 昭和５０年度
(起)昭50. 7.30
(決)昭50. 8. 6
(施)昭50. 8. 6

水産課

4877 2
内国為替取引規程設定認可綴（田
子漁港協同組合外５組合）

内国為替取引規程の設定について（認可） 昭和５０年度
(起)昭50. 7.30
(決)昭50. 8. 6
(施)昭50. 8. 6

水産課

4877 3
内国為替取引規程設定認可綴（田
子漁港協同組合外５組合）

内国為替取引規程の設定について（認可） 昭和５０年度
(起)昭50. 7.30
(決)昭50. 8. 6
(施)昭50. 8. 6

水産課

4877 4
内国為替取引規程設定認可綴（田
子漁港協同組合外５組合）

内国為替取引規程の設定について（認可） 昭和５０年度
(起)昭50. 7.30
(決)昭50. 8. 6
(施)昭50. 8. 6

水産課

4877 5
内国為替取引規程設定認可綴（田
子漁港協同組合外５組合）

内国為替取引規程の設定について（認可） 昭和５０年度
(起)昭50. 7.30
(決)昭50. 8. 6
(施)昭50. 8. 6

水産課

4877 6
内国為替取引規程設定認可綴（田
子漁港協同組合外５組合）

内国為替取引規程の設定について（認可） 昭和５０年度
(起)昭50. 7.30
(決)昭50. 8. 6
(施)昭50. 8. 6

水産課

4878 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土石流発生危険渓流調書）

急傾斜地の崩壊等による災害危険箇所の総点検の
次市要領について（建設省通知）

昭和４７年度 (収)昭47. 7.20
建設省河川局砂
防部長

4878 2
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土石流発生危険渓流調書）

土石流発生危険渓流調書 昭和４７年度 砂防課

4879 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土砂等氾濫区域調査関係）

土砂等氾濫区域調査について（建設省通知） 昭和４９年度 (収)昭49.12.27
建設省河川局砂
防部砂防課長

4879 2
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土砂等氾濫区域調査関係）

土砂等氾濫区域調査打合資料 昭和４９年度 砂防課

4879 3
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土砂等氾濫区域調査関係）

土砂等氾濫区域調査について 昭和５０年度 (起)昭50. 6.21 砂防課

4879 4
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土砂等氾濫区域調査関係）

土砂等氾濫区域調査について 昭和５０年度 (起)昭50. 7. 3 砂防課
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4880 1 静岡県果樹農業振興計画書 静岡県果樹農業振興計画書（平成２年12月作成） 平成　２年度 みかん園芸課

4880 2 静岡県果樹農業振興計画書 静岡県果樹農業振興計画書審議会幹事会次第 平成　２年度 みかん園芸課

4880 3 静岡県果樹農業振興計画書 静岡県うんしゅうみかん園地再編成基本指針 平成　元年度 みかん園芸課

4880 4 静岡県果樹農業振興計画書 静岡県果樹農業振興計画書（昭和61年６月作成） 昭和６１年度 みかん園芸課

4880 5 静岡県果樹農業振興計画書 第２次静岡みかん再開発推進構想 昭和５６年度 みかん園芸課

4880 6 静岡県果樹農業振興計画書 静岡県果樹農業振興計画書（昭和56年４月作成） 昭和５６年度 みかん園芸課

4880 7 静岡県果樹農業振興計画書 果樹農業振興基本方針（昭和55年11月13日） 昭和５５年度 みかん園芸課

4880 8 静岡県果樹農業振興計画書
静岡県みかん再開発運動の推進構想（昭和53年２
月）

昭和５２年度 みかん園芸課

4880 9 静岡県果樹農業振興計画書 静岡県果樹農業振興計画書（昭和52年３月作成） 昭和５１年度 みかん園芸課

4880 10 静岡県果樹農業振興計画書 静岡県果樹農業振興計画書（昭和48年２月作成） 昭和４７年度 農産園芸課

4880 11 静岡県果樹農業振興計画書
果樹農業振興基本方針作成検討資料（昭和46年３
月）

昭和４５年度 農産園芸課

4880 12 静岡県果樹農業振興計画書
静岡みかん産地再編整備推進構想（昭和59年６
月）

昭和５９年度 みかん園芸課

4881 1
果樹・花き振興対策関係補助金交
付要綱綴

果樹・花き振興対策関係補助金交付要綱の一部改
正について

昭和５３年度 (収)昭53. 4.24 関東農政局長

4881 2
果樹・花き振興対策関係補助金交
付要綱綴

果樹・花き振興対策関係補助金交付要綱の一部改
正について

昭和５０年度 (収)昭50.10.24 関東農政局長

4881 3
果樹・花き振興対策関係補助金交
付要綱綴

果樹・花き振興対策関係補助金交付要綱の一部改
正について

昭和４９年度 (収)昭49. 7.20 関東農政局長

4881 4
果樹・花き振興対策関係補助金交
付要綱綴

果樹・花き振興対策関係補助金交付要綱の一部改
正について

昭和４８年度 (収)昭48.12.12 関東農政局長

4881 5
果樹・花き振興対策関係補助金交
付要綱綴

果樹・花き振興対策関係補助金交付要綱の送付に
ついて

昭和４７年度 (収)昭47. 9.19
農林省蚕糸園芸
局果樹課長

4882 1 国庫補助事業実施要領綴　No.１
果実出荷調整対策事業実施要領の「大消費地周辺
の」範囲について

昭和５０年度 (収)昭51. 3. 3 関東農政局長

4882 2 国庫補助事業実施要領綴　No.１
果実出荷調整対策事業実施要領の一部改正につい
て

昭和５０年度 (収)昭50. 7.12 関東農政局長

4882 3 国庫補助事業実施要領綴　No.１ 果実出荷調整対策事業の実施について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.29
(施)昭49. 7. 6

農産園芸課

4882 4 国庫補助事業実施要領綴　No.１
果実出荷調整対策事業実施要領の一部改正につい
て

昭和４９年度
(起)昭49. 6.29
(施)昭49. 7. 6

農産園芸課
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4882 5 国庫補助事業実施要領綴　No.１
昭和49年産うんしゅうみかん摘果推進特別事業実
施要領の制定について

昭和４９年度 (収)昭49. 9. 6 農林事務次官

4882 6 国庫補助事業実施要領綴　No.１
晩かん類生産出荷合理化緊急対策事業実施要領の
一部改正について

昭和４８年度 (収)昭48. 8. 1 関東農政局長

4882 7 国庫補助事業実施要領綴　No.１
冷蔵果汁工場設置実験事業実施要領等の制定につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 8.29
(施)昭48. 9. 1

農産園芸課

4882 8 国庫補助事業実施要領綴　No.１
果樹栽培省力化促進事業実施要領の一部改正につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 8.29
(施)昭48. 9. 1

農産園芸課

4882 9 国庫補助事業実施要領綴　No.１
なつかん園等再開発特別対策事業の事業実施計画
書および実施報告書の様式等について

昭和４７年度 (収)昭47. 8.21 関東農政局長

4882 10 国庫補助事業実施要領綴　No.１
晩かん類病害虫防除等省力機械設置事業および果
樹栽培省力化促進事業の事業実施計画書の様式等
について

昭和４７年度 (収)昭47. 8.21 関東農政局長

4882 11 国庫補助事業実施要領綴　No.１ 果樹栽培省力化促進事業実施要領の制定について 昭和４７年度 (収)昭47. 8. 1 関東農政局長

4882 12 国庫補助事業実施要領綴　No.１
輸出みかん生産出荷合理化事業実施要領の制定に
ついて

昭和４７年度 (収)昭47. 8. 1 関東農政局長

4882 13 国庫補助事業実施要領綴　No.１
晩かん類生産出荷合理化緊急対策事業実施要領の
制定について

昭和４７年度 (収)昭47. 8. 1 関東農政局長

4882 14 国庫補助事業実施要領綴　No.１
「なつかん園等再開発特別対策事業」事業計画書
および実施報告書の様式等について

昭和４５年度 (収)昭45. 8.22
農林省蚕糸園芸
局長

4882 15 国庫補助事業実施要領綴　No.１
なつかん園等再開発特別対策事業実施要領の制定
について

昭和４５年度 (収)昭45. 7.16 農林事務次官

4882 16 国庫補助事業実施要領綴　No.１ 果樹栽培省力化促進事業実施要領の制定について 昭和４４年度 (収)昭44. 8. 6 農林事務次官

4882 17 国庫補助事業実施要領綴　No.１
果樹広域生産地形成事業実施基準の一部改正につ
いて

昭和４６年度 (収)昭46. 4.19 関東農政局長

4882 18 国庫補助事業実施要領綴　No.１
園芸生産振興関係補助事業実施要領の制定等につ
いて

昭和４３年度 (収)昭43. 8. 7 農林事務次官

4882 19 国庫補助事業実施要領綴　No.１
果樹広域生産地形成事業の実績等に関する報告書
の様式について

昭和４６年度 (収)昭46. 5. 4 関東農政局長

4882 20 国庫補助事業実施要領綴　No.１
果樹品種等更新事業の事業実施計画書および事業
実績書の様式等について

昭和４７年度 (収)昭47. 7.30
農林省蚕糸園芸
局長

4883 1 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果実生産出荷安定基金等設置事業実施要領の一部
改正について

昭和５３年度 (収)昭53. 7.10
農林水産事務次
官

4883 2 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 果樹生産振興事業実施要領 昭和５２年度

4883 3 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 果樹高能率生産団地育成対策事業実施要領 昭和５２年度

4883 4 国庫補助事業実施要領綴　No.２
「果実生産出荷安定基金等設置事業の推進につい
て」の一部改正について

昭和５２年度 (収)昭52.11.29 関東農政局長
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4883 5 国庫補助事業実施要領綴　No.２
「うんしゅうみかん生産安定事業実施要領の運用
について」の一部改正について

昭和５１年度 (収)昭51. 8.25 関東農政局長

4883 6 国庫補助事業実施要領綴　No.２
うんしゅうみかん生産安定事業実施要領の運用に
ついて

昭和４９年度 (収)昭49. 6.20 関東農政局長

4883 7 国庫補助事業実施要領綴　No.２
うんしゅうみかん生産安定事業実施要領の制定に
ついて

昭和４９年度 (収)昭49. 5.29 関東農政局長

4883 8 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 果実等流通対策事業実施要領の送付について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 4
(決)昭51.12. 4
(施)昭51.12. 4

みかん園芸課

4883 9 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 果実等流通対策事業実施要領の制定について 昭和５１年度 (収)昭51. 9.16 関東農政局長

4883 10 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果実生産出荷安定基金等設置事業実施要領の一部
改正について

昭和５２年度 (収)昭52.10.25 関東農政局長

4883 11 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果実生産出荷安定基金等設置事業実施要領の一部
改正について

昭和５２年度 (収)昭52. 7. 4 関東農政局長

4883 12 国庫補助事業実施要領綴　No.２
うんしゅうみかん計画生産促進事業に係る強度の
枝切りの取り扱いについて

昭和５１年度 (収)昭51.11. 2
中央果実生産出
荷安定基金協会

4883 13 国庫補助事業実施要領綴　No.２
「果実生産出荷安定基金等設置事業の推進につい
て」の一部改正について

昭和５１年度 (収)昭51. 9. 8 関東農政局長

4883 14 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 果樹生産振興事業実施要領の一部改正について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.29 関東農政局長

4883 15 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果樹生産振興事業に係る様式等の一部改正につい
て

昭和５２年度 (収)昭52. 8.29 関東農政局長

4883 16 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 果樹生産振興事業に係る様式等について 昭和５１年度 (収)昭51.10. 4 関東農政局長

4883 17 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 果樹生産振興事業実施要領の制定について 昭和５１年度 (収)昭51. 8.30 関東農政局長

4883 18 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果樹高能率生産団地育成対策事業実施要領の一部
改正について

昭和５２年度 (収)昭52. 8.29 関東農政局長

4883 19 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果樹高能率生産団地育成対策事業に係る様式の一
部改正について

昭和５２年度 (収)昭52. 8.29 関東農政局長

4883 20 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果樹高能率生産団地育成対策事業に係る様式等に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51.10. 4 関東農政局長

4883 21 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果樹高能率生産団地育成対策事業実施要領の制定
について

昭和５１年度 (収)昭51. 8.30 関東農政局長

4883 22 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果樹農業近代化推進指導事業実施要領の一部改正
について

昭和５０年度 (収)昭50. 8.15 関東農政局長

4883 23 国庫補助事業実施要領綴　No.２
大規模果樹生産流通基地整備事業の実績に関する
報告書の様式等について

昭和５１年度 (収)昭51.12. 8 関東農政局長

4883 24 国庫補助事業実施要領綴　No.２
大規模果樹生産流通基地整備事業実施要領の制定
について

昭和４９年度 (収)昭49. 8.23 関東農政局長

4883 25 国庫補助事業実施要領綴　No.２
大規模果樹生産流通基地整備事業に関する様式等
について

昭和４９年度 (収)昭49. 8.23 関東農政局長
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4883 26 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 改植等促進緊急対策事業実施要領の制定について 昭和５０年度 (収)昭50. 5. 6 関東農政局長

4883 27 国庫補助事業実施要領綴　No.２
「改植等促進緊急対策事業の推進について」の一
部改正について

昭和５１年度 (収)昭51. 8.26 関東農政局長

4883 28 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 改植等促進緊急対策事業の推進について 昭和５０年度 (収)昭50. 9.18 関東農政局長

4883 29 国庫補助事業実施要領綴　No.２
改植等促進緊急対策事業の事業実施計画書等の様
式等について

昭和５０年度 (収)昭50. 9.18 関東農政局長

4883 30 国庫補助事業実施要領綴　No.２
果樹品種等更新事業の事業実施計画書および事業
実績書の様式等について

昭和４７年度 (収)昭47. 8.21 関東農政局長

4883 31 国庫補助事業実施要領綴　No.２ 果樹品種等更新事業実施要領の制定について 昭和４７年度 (収)昭47. 8. 1 関東農政局長

4884 1
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設設置推進協議会第５回全体会
議の開催について

昭和５０年度 (起)昭50. 5.15 畜産課

4884 2
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設設置推進協議会第４回会議の
開催について

昭和４９年度 (起)昭49. 6. 5 畜産課

4884 3
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設設置推進協議会（第３回）の
開催について

昭和４９年度 (起)昭49. 4.12 畜産課

4884 4
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設設置推進協議会の幹事会（第
２回）の開催について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 1
(決)昭49. 4. 2
(施)昭49. 4. 2

畜産課

4884 5
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設設置推進協議会の委員・幹事
就任依頼について

昭和４８年度
(起)昭49. 2. 9
(決)昭49. 2.13
(施)昭49. 2.13

畜産課

4884 6
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設機種選定小委員会の開催につ
いて

昭和４８年度 畜産課

4884 7
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設設置推進協議会（第２回）の
開催について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.21
(決)昭49. 1.21
(施)昭49. 1.21

畜産課

4884 8
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設設置推進協議会について 昭和４８年度
(起)昭48.12.17
(決)昭48.12.21
(施)昭48.12.21

畜産課

4884 9
レンダーリング施設設置推進協議
会綴

レンダーリング施設設置推進協議会委員の推せん
について（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48.12.15
(決)昭48.12.17
(施)昭48.12.19

畜産課

4885 1
レンダーリング施設設置に関する
陳情書

陳情書（知事宛） 昭和４８年度 (収)昭49. 2. 7
レンダーリング
施設設置推進協
議会

4885 2
レンダーリング施設設置に関する
陳情書

陳情書（農林水産部長宛） 昭和４８年度 (収)昭49. 2. 7
レンダーリング
施設設置推進協
議会

4885 3
レンダーリング施設設置に関する
陳情書

静岡県蛋白飼料公社設置に伴う環境整備事業実施
方陳情

昭和５０年度 (収)昭50. 8. 4
レンダーリング
施設設置推進協
議会

4885 4
レンダーリング施設設置に関する
陳情書

レンダーリング施設設置事業について 昭和４９年度

4885 5
レンダーリング施設設置に関する
陳情書

レンダーリング施設設置に伴う地元要望事項につ
いての陳情

昭和５０年度
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4886 1 レンダーリング施設設置計画
レンダーリング施設設置事業資金計画（案）につ
いて　部長・次長説明

昭和４９年度 (施)昭50. 2.28 畜産課

4886 2 レンダーリング施設設置計画
株式会社静岡県蛋白飼料公社が当面処理すべき事
項

昭和４９年度 畜産課

4886 3 レンダーリング施設設置計画
へい獣処理施設設置及び畜産経営環境保全打合せ
次第（49．11．21開催日）

昭和４９年度 畜産課

4886 4 レンダーリング施設設置計画 復命書（レンダーリング施設設置費用関係） 昭和４９年度 畜産課

4886 5 レンダーリング施設設置計画 家畜死体の処理に関する調査について（回答） 昭和４９年度 (施)昭49. 7. 5 畜産課

4886 6 レンダーリング施設設置計画
昭和49年度農林省補助によるレンダーリング施設
設置事業計画

昭和４９年度 畜産課

4887 1 へい獣処理等についての打合せ会
へい獣処理等についての打合せ会（昭和50年12月
１日開催）

昭和５０年度 畜産課

4887 2 へい獣処理等についての打合せ会
第２回レンダーリング施設設置推進協議会総会次
第（昭和51年７月16日開催）

昭和５１年度 畜産課

4887 3 へい獣処理等についての打合せ会
レンダーリング施設設置推進協議会開催について
（50．10．14開催）

昭和５０年度 (収)昭50.10. 3
レンダーリング
施設設置推進協
議会

4887 4 へい獣処理等についての打合せ会
レンダーリング施設設置推進協議会の設立につい
て（昭和50年２月10日開催）

昭和４９年度 畜産課

4888 1
（株）静岡県蛋白飼料公社運営要
綱等

株式会社静岡県蛋白飼料公社運営要綱等の制定協
議について（うかがい）

昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(施)昭51. 3.29

畜産課

4888 2
（株）静岡県蛋白飼料公社運営要
綱等

臨時株主総会開催について 昭和５０年度
静岡県蛋白飼料
公社

4888 3
（株）静岡県蛋白飼料公社運営要
綱等

株式会社静岡県蛋白飼料公社定款変更の協議につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 6.14
(決)昭50. 6.16
(施)昭50. 6.16

畜産課

4888 4
（株）静岡県蛋白飼料公社運営要
綱等

第９回株式会社静岡県蛋白飼料公社役員会開催に
ついて

昭和５０年度
静岡県蛋白飼料
公社

4888 5
（株）静岡県蛋白飼料公社運営要
綱等

第８回株式会社静岡県蛋白飼料公社役員会 昭和５０年度

4889 1
国有財産交換契約書関係綴（静岡
県警察学校）

公有財産交換契約書による利用状況報告書の提出
について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.17
(決)昭52. 2.17
(施)昭52. 2.17

都市整備課

4889 2
国有財産交換契約書関係綴（静岡
県警察学校）

国有財産監査実施時における立会いについて（依
頼）

昭和５２年度 (収)昭52. 8.17
静岡県警察本部
長

4889 3
国有財産交換契約書関係綴（静岡
県警察学校）

公有財産交換契約にもとづく指定期日変更につい
て

昭和５２年度 (起)昭52. 4. 7 都市整備課

4889 4
国有財産交換契約書関係綴（静岡
県警察学校）

公有財産交換契約書による利用状況報告書の提出
について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.18
(決)昭52. 2.19
(施)昭52. 2.19

都市整備課

4889 5
国有財産交換契約書関係綴（静岡
県警察学校）

公有財産交換契約書による指定期日の変更につい
て

昭和５１年度
(起)昭52. 3.24
(決)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.28

都市整備課
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4889 6
国有財産交換契約書関係綴（静岡
県警察学校）

公有財産（旧静岡県警察学校）の交換契約につい
て

昭和４９年度 (起)昭50. 2.22 都市整備課

4889 7
国有財産交換契約書関係綴（静岡
県警察学校）

不動産の鑑定評価書について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.10 都市整備課

4890 1
旧静岡県警察学校の所属替財産引
継書

旧静岡県警察学校の所属替財産引継書 昭和４９年度 (起)昭50. 2.22 都市整備課

4891 1
用途廃止及び撤去伺い（旧静岡県
警察学校）

行政財産の用途廃止及び撤去について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭50. 2.22 都市整備課

4892 1
国有財産貸付申請書（静岡県警察
学校）

国有財産無償貸付契約の更新について 昭和５９年度 (収)昭60. 2.21
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

4892 2
国有財産貸付申請書（静岡県警察
学校）

用途指定財産の実施監査について 昭和５４年度 (収)昭54. 7.17 東海財務局長

4892 3
国有財産貸付申請書（静岡県警察
学校）

借受国有財産の実施監査について 昭和５１年度 (起)昭52. 2. 1 都市整備課

4892 4
国有財産貸付申請書（静岡県警察
学校）

用途指定財産監査の実施について 昭和５１年度 (収)昭52. 1. 5 東海財務局長

4892 5
国有財産貸付申請書（静岡県警察
学校）

国有財産（工作物）の解体撤去依頼について 昭和４９年度 (収)昭50. 2.28
東海財務協静岡
財務部長

4892 6
国有財産貸付申請書（静岡県警察
学校）

国有財産無償貸付契約書の締結について 昭和４９年度 (起)昭50. 2.28 都市整備課

4892 7
国有財産貸付申請書（静岡県警察
学校）

財産（土地）の借受けについて（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.21
(決)昭50. 2.25
(施)昭50. 2.26

都市整備課

4892 8
国有財産貸付申請書（静岡県警察
学校）

国有財産の借受について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭49.10.23
(決)昭49.10.30
(施)昭49.10.31

都市整備課

4893 1 在外日本人学校派遣教員関係 海外子女教育に関する基礎資料 昭和４９年度

文部省学術国際
局ユネスコ国際
部国際教育文化
課

4893 2 在外日本人学校派遣教員関係 在外日本人学校等教員志望者登録制度実施要項 昭和４９年度 (収)昭49. 8. 9
文部省学術国際
局長裁定

4893 3 在外日本人学校派遣教員関係 海外移住者子弟の日本語指導教師の派遣について 昭和５１年度 (収)昭51. 5.11
文部省学術国際
局長

4893 4 在外日本人学校派遣教員関係
在外日本人学校等派遣教員研修会の講師について
（依頼）

昭和５１年度 (収)昭51. 4.13
文部省学術国際
局長

4893 5 在外日本人学校派遣教員関係
中学校の課程に相当する課程を有する在外教育施
設の指定について（通知）

昭和５１年度 (収)昭51. 4. 8
文部省初等中等
教育局長

4893 6 在外日本人学校派遣教員関係
昭和51年度在外日本人学校等派遣教員研修会の開
催について（通知）

昭和５１年度 (収)昭51. 4. 8
文部省学術国際
局長

4893 7 在外日本人学校派遣教員関係 在外日本人学校等教員の募集について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50.11. 5
文部省学術国際
局ユネスコ国際
部長
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4893 8 在外日本人学校派遣教員関係 在外日本人学校等教員の志望書の送付について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.16
(決)昭51. 1.19
(施)昭51. 1.19

総務課

4893 9 在外日本人学校派遣教員関係
ベイルート日本人学校派遣教員の配置換えについ
て（照会）

昭和５０年度 (収)昭50.11.22
文部省学術国際
局長

4893 10 在外日本人学校派遣教員関係
昭和51年度在外日本人学校等教員派遣について
（回答）

昭和５０年度
(起)昭50.10.31
(決)昭50.11. 1
(施)昭50.11. 8

総務課

4893 11 在外日本人学校派遣教員関係
在外日本人学校等教員志望者（登録ずみ）の推せ
んについて

昭和５０年度 (起)昭50. 9.22 総務課

4893 12 在外日本人学校派遣教員関係
昭和50年度在外日本人学校派遣教員に係る委嘱辞
令の発令について

昭和５０年度 (起)昭50. 4.26 総務課

4893 13 在外日本人学校派遣教員関係
アルゼンチン共和国における海外移住者子弟の日
本語指導教師の派遣について（回答）

昭和５０年度 (起)昭50. 4.17 総務課

4893 14 在外日本人学校派遣教員関係
昭和50年度在外日本人学校派遣教員に係る委嘱辞
令（写）について

総務課

4894 1
田畑売買価格等に関する調査結果
（昭和46年度）

田畑売買価格等に関する調査結果（昭和46年度） 昭和４６年度 静岡県農業会議

4895 1
田畑売買価格等に関する調査結果
（昭和47年度）

田畑売買価格等に関する調査結果（昭和47年度） 昭和４７年度 静岡県農業会議

4896 1
田畑売買価格等に関する調査結果
（昭和48年度）

田畑売買価格等に関する調査結果（昭和48年度） 昭和４８年度 静岡県農業会議

4897 1
田畑売買価格等に関する調査結果
（昭和49年度）

田畑売買価格等に関する調査結果（昭和49年度） 昭和４９年度 静岡県農業会議

4898 1
田畑売買価格等に関する調査結果
（昭和50年度）

田畑売買価格等に関する調査結果（昭和50年度） 昭和５０年度 静岡県農業会議

4899 1 田畑売買価格累年統計 田畑売買価格累年統計 全国農業会議所

4900 1
田畑売買価格等に関する調査結果
概要（昭和49年度）

田畑売買価格等に関する調査結果概要（昭和49年
度）

昭和４９年度 全国農業会議所

4901 1
田畑売買価格等に関する調査結果
概要（昭和50年度）

田畑売買価格等に関する調査結果概要（昭和50年
度）

昭和５０年度 全国農業会議所

4902 1 農業経済調査報告（昭和47年度） 農業経済調査報告（昭和47年度） 昭和４７年度
農林省統計情報
部

4903 1 農業経済調査報告（昭和48年度） 農業経済調査報告（昭和48年度） 昭和４８年度
農林省統計情報
部

4904 1 農業経済調査報告（昭和49年度） 農業経済調査報告（昭和49年度） 昭和４９年度
農林省統計情報
部

4905 1 農業経済調査報告（昭和50年度） 農業経済調査報告（昭和50年度） 昭和５０年度
農林省統計情報
部

4906 1
1975農業センサス農家調査報告書　
生産手段編

1975農業センサス農家調査報告書　生産手段編 昭和５０年度
農林省統計情報
部

4907 1
1975農業センサス農家調査報告書　
農家・人口編

1975農業センサス農家調査報告書　農家・人口編 昭和５０年度
農林省統計情報
部
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4908 1
1975農業センサス農家調査報告書　
総括編

1975農業センサス農家調査報告書　総括編 昭和５０年度
農林省統計情報
部

4909 1
1975農業センサス農家調査報告書　
農家類型編

1975農業センサス農家調査報告書　農家類型編 昭和５０年度
農林省統計情報
部

4910 1
1975農業センサス農業構造動態統
計報告書

1975農業センサス農業構造動態統計報告書 昭和５０年度
農林省統計情報
部

4911 1
1975農業センサス農業就業構造統
計報告書

1975農業センサス農業就業構造統計報告書 昭和５０年度
農林省統計情報
部

4912 1
1975農業センサス農家以外の農業
事業体調査報告書

1975農業センサス農家以外の農業事業体調査報告
書

昭和５０年度
農林省統計情報
部

4913 1
1975農業センサス経営部門別農家
統計報告書　畜産・養蚕編

1975農業センサス経営部門別農家統計報告書　畜
産・養蚕編

昭和５０年度
農林省統計情報
部

4914 1
1975農業センサス経営部門別農家
統計報告書　水稲・畑作・さとう
きび編

1975農業センサス経営部門別農家統計報告書　水
稲・畑作・さとうきび編

昭和５０年度
農林省統計情報
部

4915 1
1975農業センサス経営部門別農家
統計報告書　野菜・果樹・施設園
芸編

1975農業センサス経営部門別農家統計報告書　野
菜・果樹・施設園芸編

昭和５０年度
農林省統計情報
部

4916 1
1975農業センサス農村環境総合調
査報告書　農業集落調査編

1975農業センサス農村環境総合調査報告書　農業
集落調査編

昭和５０年度
農林省統計情報
部

4917 1
1975農業センサス農村環境総合調
査報告書　市町村別共用農用施
設・機械編

1975農業センサス農村環境総合調査報告書　市町
村別共用農用施設・機械編

昭和５０年度
農林省統計情報
部

4918 1
1975農業センサス農村環境総合調
査附属統計書　市町村調査・市町
村別類型別結果

1975農業センサス農村環境総合調査附属統計書　
市町村調査・市町村別類型別結果

昭和５０年度
農林省統計情報
部

4919 1 農地の移動と転用（昭和50年） 農地移動実態調査結果 昭和５０年度
農林省構造改善
局農政部農政課

4920 1
行政書士に関する実態調査（自治
省）

地方行財政調査会の調査に対する回答について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.28 学事文書課

4920 2
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する調べについて（回答） 昭和５２年度
(起)昭52. 4.28
(決)昭52. 4.30
(施)昭52. 4.30

学事文書課

4920 3
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する調べについて（回答） 昭和５３年度
(起)昭53. 5.19
(決)昭53. 5.19

学事文書課

4920 4
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.15
(決)昭54. 6.19
(施)昭54. 6.19

学事文書課

4920 5
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する調査について（回答） 昭和５４年度
(起)昭54.11.15
(決)昭54.11.19
(施)昭54.11.19

学事文書課

4920 6
行政書士に関する実態調査（自治
省）

捜査関係事項について（回答） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.28
(決)昭54. 7. 2
(施)昭54. 7. 2

学事文書課

4920 7
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.23
(決)昭55. 5.24
(施)昭55. 5.24

学事文書課
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4920 8
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 6.10
(決)昭56. 6.11
(施)昭56. 6.11

学事文書課

4920 9
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 6.15
(決)昭57. 6.18
(施)昭57. 6.18

学事文書課

4920 10
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 7
(決)昭58. 6. 7
(施)昭58. 6.10

学事文書課

4920 11
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.16
(決)昭59. 6.18
(施)昭59. 6.18

学事文書課

4920 12
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士法による登録抹消者数報告 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5
静岡県行政書士
会

4920 13
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.25
(施)昭60. 6.25

学事文書課

4920 14
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和６１年度
(起)昭61. 6.11
(決)昭61. 6.11
(施)昭61. 6.12

学事文書課

4920 15
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和６２年度
(起)昭62. 5. 1
(決)昭62. 5. 6
(施)昭62. 5. 6

学事文書課

4920 16
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 昭和６３年度
(起)昭63. 6. 1
(決)昭63. 6. 2
(施)昭63. 6. 2

学事文書課

4920 17
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 平成　元年度
(起)平 1. 5.23
(決)平 1. 5.29
(施)平 1. 5.29

学事文書課

4920 18
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士会に関する実態調査について（回答） 平成　２年度
(起)平 2. 5.16
(決)平 2. 5.16
(施)平 2. 5.21

学事文書課

4920 19
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 平成　３年度
(起)平 3. 6.14
(決)平 3. 6.17
(施)平 3. 6.18

学事文書課

4920 20
行政書士に関する実態調査（自治
省）

行政書士に関する実態調査について（回答） 平成　４年度
(起)平 4. 6. 5
(決)平 4. 6. 8
(施)平 4. 6. 8

学事文書課

4921 1 農用地利用増進法関係通達集 農業経営規模拡大計画の認定について 平成　４年度
(起)平 4. 5.12
(決)平 4. 5.13
(施)平 4. 5.13

農地管理課

4921 2 農用地利用増進法関係通達集
「農用地利用促進法の施行について」の一部改正
について

平成　３年度
(起)平 3. 4.12
(決)平 3. 4.15
(施)平 3. 4.16

農地管理課

4921 3 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進法の一部を改正する法律の施行及
び運用について並びに農用地利用増進法の施行に
ついての一部改正について

平成　２年度
(起)平 2. 9. 3
(決)平 2. 9.13
(施)平 2. 9.13

農政課

4921 4 農用地利用増進法関係通達集
かんきつ園地再編対策の実施と農地流動化助成金
等の取扱いについて

平成　元年度
(起)平 1. 9.25
(決)平 1. 9.26
(施)平 1. 9.26

農政課

4921 5 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進法の一部を改正する法律の施行及
び運用について

平成　元年度
(起)平 1. 9.19
(決)平 1. 9.22
(施)平 1. 9.23

農政課

4921 6 農用地利用増進法関係通達集
信託財産の運用に係る農用地利用増進計画書の取
扱いについて

平成　元年度
(起)平 1. 9.14
(決)平 1. 9.18
(施)平 1. 9.18

農政課

4921 7 農用地利用増進法関係通達集 農用地利用増進事業の運用の適正化について 昭和６２年度
(起)昭63. 1. 4
(決)昭63. 1. 7
(施)昭63. 1. 7

農政課
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4921 8 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進法に係る税法上の優遇措置に関す
る市町村長の照明事務等の適正化について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

農政課

4921 9 農用地利用増進法関係通達集 農用地利用増進計画の策定手続等の改善について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.27

農政課

4921 10 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進法による所有権移転に伴う嘱託登
記事務と司法書士との関係について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.23
(決)昭57. 8.25
(施)昭57. 8.27

農政課

4921 11 農用地利用増進法関係通達集
「農用地利用増進法に係る税制上の優遇措置につ
いて」の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.29
(決)昭57. 7. 2
(施)昭57. 7. 2

農政課

4921 12 農用地利用増進法関係通達集
「農地利用の集積の促進について」の留意事項に
ついての一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

農政課

4921 13 農用地利用増進法関係通達集
「農地利用の集積の促進について」の一部改正に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 5
(決)昭56. 2.12
(施)昭56. 2.12

農政課

4921 14 農用地利用増進法関係通達集
「農地利用の集積の促進について」の一部改正に
ついて

昭和５３年度
(起)昭54. 2.20
(決)昭54. 2.26
(施)昭54. 2.26

農政課

4921 15 農用地利用増進法関係通達集 農地利用の集積の促進について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.29
(決)昭54. 3.31
(施)昭54. 3.31

農政課

4921 16 農用地利用増進法関係通達集
農地銀行カード及び利用権設定各筆明細の取扱い
について

昭和５６年度
(起)昭56.11.11
(決)昭56.11.13
(施)昭56.11.13

農政課

4921 17 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進法に係る税制上の優遇措置につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.11.11
(決)昭56.11.13
(施)昭56.11.13

農政課

4921 18 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸
借により貸し付けられた農用地等の評価について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.21
(施)昭56. 7.21

農政課

4921 19 農用地利用増進法関係通達集 農用地利用規程認定の状況について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.11
(決)昭56. 7.14
(施)昭56. 7.14

農政課

4921 20 農用地利用増進法関係通達集
「農用地利用増進法の施行について」の一部改正
について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.23
(決)昭56. 6.27
(施)昭56. 6.27

農政課

4921 21 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進法による不動産登記に関する政令
の取扱について

昭和５５年度
(起)昭55.12.24
(決)昭55.12.27
(施)昭55.12.27

農政課

4921 22 農用地利用増進法関係通達集
農地調整等既懇地及び農地保有合理化促進事業関
係担当者会議の議事次第

昭和５５年度 農政課

4921 23 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進事業及び新農振計画の全国ブロッ
ク会議資料の送付について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 8
(決)昭55.11. 8
(施)昭55.11. 8

農政課

4921 24 農用地利用増進法関係通達集 農用地利用増進法の施行及び運用について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.16
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

農政課

4921 25 農用地利用増進法関係通達集
農業基盤整備事業推進に伴う土地利用の集積促進
について

昭和５３年度 (収)昭54. 3.22 農地森林部長

4921 26 農用地利用増進法関係通達集
農用地利用増進法の利用権の存続期間満了に伴う
事務取扱いについて

昭和５３年度
(起)昭54. 2.28
(決)昭54. 3. 3
(施)昭54. 3. 3

農政課

4921 27 農用地利用増進法関係通達集 農用地利用増進事業の推進について 昭和５３年度 (収)昭53. 6. 8
関東農政局農政
部長

4921 28 農用地利用増進法関係通達集 農用地利用増進事業に関する普及活動について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.19
(決)昭51. 2.23
(施)昭51. 2.23

農政課
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4922 1 みかん問題研究会検討資料
みかん問題研究会検討資料（基礎資料編）　　昭
和49年11月

昭和４９年度 農政課

4923 1
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

遺留品の調査について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 1
(決)昭48.12. 3
(施)昭48.12. 3

老人援護課

4923 2
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

伊号第169潜水艦戦没者の遺骨伝達について 昭和４８年度
(起)昭48.12. 1
(決)昭48.12. 3
(施)昭48.12. 3

老人援護課

4923 3
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

遺留品の伝達について 昭和４５年度
(起)昭45. 6.25
(決)昭45. 6.25
(施)昭45. 6.25

援護課

4923 4
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者遺留品の伝達について（報告） 昭和４５年度
(起)昭45.12.28
(決)昭45.12.28
(施)昭45.12.28

援護課

4923 5
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

ボルネオの土の配付について（依頼） 昭和４５年度
(起)昭46. 1.27
(決)昭46. 1.27
(施)昭46. 1.28

援護課

4923 6
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者遺留品の伝達について（報告） 昭和４５年度
(起)昭46. 1.11
(決)昭46. 1.11
(施)昭46. 1.11

援護課

4923 7
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

支出負担行為うかがい 昭和４５年度
(起)昭46. 3.29
(決)昭46. 3.29
(施)昭46. 3.29

援護課

4923 8
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺骨伝達について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.15
(決)昭46. 3.15
(施)昭46. 3.15

援護課

4923 9
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

サイパン・テニアン・グアム島霊石の伝達依頼に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 5.17
(決)昭46. 5.17
(施)昭46. 5.17

援護課

4923 10
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

サイパン島霊石の送付について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.24
(決)昭46. 3.24
(施)昭46. 3.24

援護課

4923 11
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

硫黄島の霊水及び霊砂の伝達について（依頼） 昭和４５年度
(起)昭46. 3.29
(決)昭46. 3.30
(施)昭46. 3.31

援護課

4923 12
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺骨伝達について（うかがい） 昭和４６年度
(起)昭46. 7.19
(決)昭46. 7.22
(施)昭46. 7.22

援護課

4923 13
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

遺留品の伝達について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.12
(決)昭47. 1.12
(施)昭47. 1.12

援護課

4923 14
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

氏名判明遺留品の遺族調査等について（回答）
（46.12.15調査第480号関連）

昭和４６年度
(起)昭46.12.22
(決)昭46.12.22
(施)昭46.12.23

援護課

4923 15
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

軍艦陸奥遭難者名簿 昭和４６年度 援護課

4923 16
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺骨・遺品伝達について（うかがい） 昭和４７年度
(起)昭47. 5. 4
(決)昭47. 5. 4
(施)昭47. 5. 4

援護課

4923 17
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺体・遺品引渡しについて（うかがい） 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 8
(決)昭47. 4.12
(施)昭47. 4.12

援護課

4923 18
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

遺留品の伝達について 昭和４７年度
(起)昭47. 9. 4
(決)昭47. 9. 5
(施)昭47. 9. 6

援護課

4923 19
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺留品の伝達について 昭和４７年度
(起)昭47.10.12
(決)昭47.10.12
(施)昭47.10.12

援護課

4923 20
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

支出負担行為伺 昭和４７年度 援護課
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4923 21
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

遺髪の伝達について（通知） 昭和４７年度 (収)昭47.12.23
厚生省援護局調
査課長

4923 22
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺骨・遺品の伝達について（うかがい） 昭和４７年度 (起)昭48. 2.26 援護課

4923 23
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

遺品該当者調査について 昭和４７年度 (収)昭48. 3.10
岡山県民生労働
部援護課長

4923 24
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

在中国日本人遺骨について（通知） 昭和４７年度 (収)昭48. 3.23
長野県社会部厚
生課長

4923 25
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺留品の伝達について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48. 8. 3
(決)昭48. 8. 4
(施)昭48. 8. 4

老人援護課

4923 26
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

遺留品の伝達について 昭和４８年度
(起)昭48. 7.12
(決)昭48. 7.12
(施)昭48. 7.16

老人援護課

4923 27
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦時死亡宣言に基づく戦没者遺族に対する遺骨引
取経費支給申請書及び葬祭料支給申請書送付につ
いて

昭和４８年度 (収)昭49. 1.17 焼津市長

4923 28
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺髪の伝達について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭49. 3.25
(決)昭49. 3.26
(施)昭49. 3.27

老人援護課

4923 29
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

遺髪伝達のため（復命書） 昭和４９年度 (起)昭49. 9. 9 老人援護課

4923 30
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺骨の伝達について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭50. 2.19
(決)昭50. 2.20
(施)昭50. 2.23

老人援護課

4923 31
戦没者遺骨・遺留品関係（その
２）

戦没者の遺留品の伝達について（依頼） 昭和４９年度 (起)昭50. 2.19 老人援護課

4924 1
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

教護院における指導の充実等について 平成　６年度 (収)平 6. 4. 1 児童課

4924 2
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

児童指導員の資格認定について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 7
(決)昭61. 3.27

児童課

4924 3
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

教護院三方原学園の定員変更について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.25
(決)昭60. 3.26
(施)昭60. 3.26

児童課

4924 4
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

里親登録実施要領の改正について 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.12

児童課

4924 5
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

児童委員の活動要領の改正について 昭和５５年度 (起)昭55.10. 6 児童課

4924 6
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

児童福祉法最低基準の一部を改正する省令の施行
について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.26
(決)昭55. 8. 8
(施)昭55. 8. 8

児童課

4924 7
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

児童福祉法最低基準の一部改正について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.24 児童課

4924 8
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

児童福祉法施行規則等の一部改正について 昭和５３年度
(起)昭53.10.16
(決)昭53.10.20
(施)昭53.10.20

児童課

4924 9
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

１歳６カ月児健康診査事後指導実施要領について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.14
(決)昭53. 6.19
(施)昭53. 6.20

児童課
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4924 10
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

児童福祉法及び児童福祉法施行令の一部改正につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 1
(決)昭53. 6. 2
(施)昭53. 6. 2

児童課

4924 11
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

児童福祉法施行令等の一部改正について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.23
(決)昭52. 5.12
(施)昭52. 5.13

児童課

4924 12
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

里親登録実施要領について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 1
(決)昭51. 4. 6
(施)昭51. 4. 7

児童課

4924 13
厚生省通知等（昭和48年度～平成
５年度）

三歳児精神発達精密検診事後指導の実施について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 5
(施)昭48. 6. 8

児童課

4925 1
個室付特殊浴場（トルコニューグ
ランド書類押収書）

捜査関係事項の照会に対する回答について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.11
(決)昭56. 3.11
(施)昭56. 3.11

環境衛生課

4926 1 第２次卸売市場整備計画
静岡県卸売市場整備計画の策定公表について（う
かがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 6
(決)昭51. 9.24
(施)昭51. 9.24

消費生活課

4926 2 第２次卸売市場整備計画 卸売市場整備基本方針（昭和50年） 昭和５０年度 農林省

4926 3 第２次卸売市場整備計画 卸売市場整備のあり方について（答申） 昭和５１年度 (収)昭51. 6.23
静岡県卸売市場
審議会会長

4926 4 第２次卸売市場整備計画
静岡県卸売市場整備計画に関する改訂答申（案）
について（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 6.15 消費生活課

4926 5 第２次卸売市場整備計画 中央卸売市場整備計画（昭和51年４月１日） 昭和５１年度 農林省

4926 6 第２次卸売市場整備計画 卸売市場の施設規模の算定基準について 昭和５０年度 (収)昭51. 2.14
農林省食品流通
局長

4926 7 第２次卸売市場整備計画 卸売市場整備基本方針について 昭和５０年度 (収)昭51. 2.14 農林事務次官

4926 8 第２次卸売市場整備計画 中央卸売市場開設区域の変更について（回答） 昭和５０年度
(起)昭51. 3.12
(決)昭51. 3.16
(施)昭51. 3.17

消費生活課

4926 9 第２次卸売市場整備計画
静岡県卸売市場整備計画の改訂について（諮問）
のうかがい

昭和５０年度
(起)昭50.10.17
(決)昭50.10.23
(施)昭50.10.28

消費生活課

4926 10 第２次卸売市場整備計画 中央卸売市場開設区域の変更について 昭和５１年度 (収)昭51. 4.21
農林省食品流通
局長

4926 11 第２次卸売市場整備計画 静岡県卸売市場整備計画（昭和47年11月） 昭和４７年度 静岡県

4927 1 静岡県茶業の現状 「静岡県茶業の現状」について（送付） 平成　元年度
(起)平 1. 4.17
(決)平 1. 4.20
(施)平 1. 4.20

茶業農産課

4927 2 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　昭和63年３月 昭和６２年度 茶業農産課

4927 3 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　昭和62年３月 昭和６１年度 茶業農産課

4927 4 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　昭和61年３月 昭和６０年度 茶業農産課

4927 5 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　昭和60年３月 昭和５９年度 茶業農産課
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4927 6 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　昭和59年３月 昭和５８年度 茶業農産課

4927 7 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　昭和58年３月 昭和５７年度 茶業農産課

4927 8 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　昭和57年３月 昭和５６年度 茶業農産課

4927 9 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　昭和54年３月 昭和５３年度 茶業農産課

4927 10 静岡県茶業の現状 静岡県茶業の現状　1973 昭和４８年度 農産園芸課

4928 1 哺乳場用途廃止及び撤去 行政財産の用途廃止及び取り壊しについて 昭和４９年度
(起)昭49.10.12
(決)昭49.10.16

畜産課

4928 2 哺乳場用途廃止及び撤去 県有財産譲与契約書の供覧について 昭和４９年度 (起)昭49. 6. 7 畜産課

4928 3 哺乳場用途廃止及び撤去 行政財産の用途廃止及び引継ぎについて 昭和４８年度
(起)昭49. 2.26
(決)昭49. 3.29

畜産課

4928 4 哺乳場用途廃止及び撤去 周磐ほ乳場払下げに係る同意書について（供覧） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.31 畜産課

4928 5 哺乳場用途廃止及び撤去 行政財産の用途廃止及び引継ぎについて 昭和４８年度
(起)昭48. 7.10
(決)昭48. 7.14

畜産課

4929 1
水産業協同組合法改正関係綴（内
国為替）

静岡県漁協為替拡充計画（第３次）について

4929 2
水産業協同組合法改正関係綴（内
国為替）

漁業協同組合等の内国為替取引に係る事務補完に
ついて

昭和６０年度 (収)昭61. 3.10
水産庁漁政部協
同組合課長

4929 3
水産業協同組合法改正関係綴（内
国為替）

「水産業協同組合法の一部を改正する法律の運用
について」の一部改正について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.19
(決)昭53. 4.28
(施)昭53. 5. 6

水産課

4929 4
水産業協同組合法改正関係綴（内
国為替）

水産業協同組合法の一部改正について 昭和４８年度 (起)昭48.10. 5 水産課

4930 1 卸売市場関係通達綴 静岡県卸売市場関係法令集について（送付） 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 4
(決)昭59. 5. 8
(施)昭59. 5. 8

水産課

4930 2 卸売市場関係通達綴
地方卸売市場大田原魚菜市場内の卸売業者以外の
大田原魚と称する業者の行為について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 1
(施)昭60. 2. 1

水産課

4930 3 卸売市場関係通達綴 焼津魚市場の業務運営に関する指導方針 昭和５１年度 (起)昭51. 9. 1 水産課

4930 4 卸売市場関係通達綴 年末年始における物価対策について 平成　７年度 (収)平 7.12. 1
生活・文化部県
民生活課長

4930 5 卸売市場関係通達綴
年末年始における中央卸売市場の運営の適正化に
ついて

平成　元年度 (収)平 1.11.27
農林水産省食品
流通局長

4930 6 卸売市場関係通達綴
昭和63年度鯨類調査捕獲事業の調査副産物の市場
における売渡しについて

平成　元年度 (収)平 1. 7.21
農林水産省食品
流通局長

4930 7 卸売市場関係通達綴
鯨類調査捕獲事業の調査副産物の市場売渡しにつ
いて

昭和６３年度 (収)昭63.12.17
農林水産省食品
流通局長
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4930 8 卸売市場関係通達綴 年末年始における物価対策について 昭和５９年度 (収)昭59.11.27 物価担当官会議

4930 9 卸売市場関係通達綴
年末年始における中央卸売市場の運営の適正化に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59.11.27
農林水産省食品
流通局長

4930 10 卸売市場関係通達綴
昭和60年度卸売市場施設整備事業等の実施計画に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59.11. 7 関東農政局長

4930 11 卸売市場関係通達綴 卸売市場法関係事務処理要領の一部改正について 昭和５９年度 (収)昭59. 8. 3
農林水産省食品
流通局長

4930 12 卸売市場関係通達綴
「中央卸売市場卸売業者の財務等のコンピュータ
処理について」の一部改正について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.29
農林水産省食品
流通局長

4930 13 卸売市場関係通達綴
中央卸売市場卸売業者の財務等のコンピュータ処
理について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.30
農林水産省食品
流通局長

4930 14 卸売市場関係通達綴
地方卸売市場施設整備事業実施要領に基づく事業
報告書の様式の一部改正について

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 1
農林水産省食品
流通局長

4930 15 卸売市場関係通達綴 フグの取扱いについて 昭和５８年度
(起)昭59. 2.15
(決)昭59. 2.16
(施)昭59. 2.16

水産課

4930 16 卸売市場関係通達綴
卸売市場法第73条第２項及び租税特別措置法第81
条第１項の規定に基づく登録免許税の軽減措置に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58.12.13 関東農政局長

4930 17 卸売市場関係通達綴
年末年始における中央卸売市場の運営の適正化に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58.11.25
農林水産省食品
流通局長

4930 18 卸売市場関係通達綴
昭和59年度卸売市場施設整備事業等の実施計画に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58.10.12 関東農政局長

4930 19 卸売市場関係通達綴
卸売市場における水産物の正しい量目による取引
の推進について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3.10
(施)昭58. 3.11

水産課

4930 20 卸売市場関係通達綴
卸売市場における冷凍水産物取引の適正化等につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 5
(決)昭55. 8.11
(施)昭55. 8.11

水産課

4930 21 卸売市場関係通達綴
道漁連事件に係わりがあった卸売業者に対する検
査結果及び措置について

昭和５５年度 (収)昭55. 7.15
農林水産省食品
流通局

4930 22 卸売市場関係通達綴
地方卸売市場施設整備事業実施要領の一部改正に
ついて

昭和５６年度 (収)昭56. 6.17
農林水産事務次
官

4930 23 卸売市場関係通達綴
卸売市場施設整備事業の事務取扱いの運用につい
て

昭和５４年度 (収)昭54. 7.31 関東農政局長

4930 24 卸売市場関係通達綴 卸売市場法関係事務処理要領の一部改正について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.25
農林水産省食品
流通局長

4930 25 卸売市場関係通達綴
卸売市場法施行規則の一部を改正する省令の施行
について

昭和５２年度 (収)昭52. 4. 1
農林省食品流通
局長

4931 1 産地魚市場手数料率改定問題 魚市場（産地市場）委託手数料の改定について

4931 2 産地魚市場手数料率改定問題 通常総代会議案 昭和４９年度
下田市漁業協同
組合
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4931 3 産地魚市場手数料率改定問題 通常総代会議案 昭和４９年度
網代港漁業協同
組合

4931 4 産地魚市場手数料率改定問題 通常総代会議案書 昭和４９年度
稲取漁業協同組
合

4931 5 産地魚市場手数料率改定問題
水産物産地卸売市場の手数料率引上げについて
（供覧）

昭和４８年度 (起)昭49. 1.11 水産課

4932 1 水産庁通達・指示等 ソ連周辺海域における安全操業の確立について 昭和５１年度
(起)昭52. 3. 1
(決)昭52. 3. 3
(施)昭52. 3. 3

水産課

4932 2 水産庁通達・指示等
ソ連周辺水域において操業する我が国漁船に対す
る指導の徹底について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.19
(決)昭52. 3.19
(施)昭52. 3.19

水産課

4932 3 水産庁通達・指示等 日・加まぐろ漁業協議で了解された内容について 昭和５１年度 (起)昭52. 2.28 水産課

4932 4 水産庁通達・指示等 おっとせい及びいるか猟獲の取締りについて 昭和５１年度 (収)昭52. 1.24 水産庁長官

4932 5 水産庁通達・指示等
日韓共同規制水域に出漁する沿岸漁業等関係県会
議の開催について

昭和５１年度 (収)昭52. 1.25 水産庁漁政部長

4932 6 水産庁通達・指示等
漁業法第58条第１項の規定に基づく中型さけ・ま
す流し網漁業及び母船式さけ・ます漁業の公示等
について

昭和５１年度 (収)昭51.12. 1

4932 7 水産庁通達・指示等
パプア・ニューギニアの地先沖合におけるまぐろ
はえなわ漁業の操業等について

昭和５１年度
(起)昭51.12.13
(決)昭51.12.14
(施)昭51.12.15

水産課

4932 8 水産庁通達・指示等
昭和52年１月及び２月における米国周辺水域内で
の操業について

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 6
(決)昭52. 1.10
(施)昭52. 1.10

水産課

4932 9 水産庁通達・指示等 韓国等外国まぐろ漁船の我が国への水揚について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.29
(決)昭50. 5.31
(施)昭50. 5.31

水産課

4932 10 水産庁通達・指示等
日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関す
る協定の実施について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 1
(決)昭51.12. 2
(施)昭51.12. 2

水産課

4932 11 水産庁通達・指示等
パプア・ニューギニアの地先沖合におけるまぐろ
はえなわ漁業の操業等について

昭和５１年度
(起)昭51.11.30
(決)昭51.12. 2
(施)昭51.12. 2

水産課

4932 12 水産庁通達・指示等 漁船のだ捕防止について 昭和５１年度
(起)昭51.11.24
(決)昭51.11.24
(施)昭51.11.24

水産課

4932 13 水産庁通達・指示等
遠洋底びき網漁業等に係る操業に関する制限又は
禁止の措置を定める告示の一部改正について（通
知）

昭和５１年度 (収)昭51. 5.19 水産庁長官

4932 14 水産庁通達・指示等
漁業権行使規則の禁止漁法と漁業調整規則第７条
の許可の関係について（回答）

昭和５１年度 (収)昭51. 4. 7 水産庁漁政部長

4932 15 水産庁通達・指示等
日・ソさんま協同研究会の協議に基づくソ連のさ
んま産卵調査の実施について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 8
(決)昭51. 4.12
(施)昭51. 4.12

水産課

4932 16 水産庁通達・指示等 昭和51年度出漁船計画名簿の提出について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.25
(決)昭51. 8.27
(施)昭51. 8.27

水産課

4932 17 水産庁通達・指示等 日中漁業協定に基づく漁業の指導調査について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 9
(決)昭51. 4. 9
(施)昭51. 4. 9

水産課
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4932 18 水産庁通達・指示等
外国距岸200海里内における沿岸漁業操業状況調
査について（回報）

昭和５０年度 (起)昭51. 2.27 水産課

4932 19 水産庁通達・指示等 北方海域における漁船のだ捕防止について 昭和５０年度 (起)昭51. 1.20 水産課

4932 20 水産庁通達・指示等
日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協
定の発効等について

昭和４９年度 (収)昭50. 1. 5 水産庁長官

4932 21 水産庁通達・指示等
かじき等流し網漁業の取締りに関する省令の一部
改正について

昭和５０年度 (収)昭50.12. 6 水産庁長官

4932 22 水産庁通達・指示等
漁船特殊規程および船燈試験規程の一部改正につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50.12. 8
(決)昭50.12.12
(施)昭50.12.16

水産課

4932 23 水産庁通達・指示等

漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主
義共和国連邦政府との間の協定の発効並びに漁業
操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共
和国連邦政府との間の協定第１条の１の日本国沿
岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調
整に関する省令及び漁船特殊規程の一部を改正す
る省令の施行について

昭和５０年度 (収)昭50.12. 5 水産庁長官

4932 24 水産庁通達・指示等
日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関す
る協定の実施について

昭和５０年度 (施)昭50.12. 9 水産課

4932 25 水産庁通達・指示等 北朝鮮周辺における安全操業について 昭和５０年度
(起)昭50.11.28
(決)昭50.12. 2
(施)昭50.12. 2

水産課

4932 26 水産庁通達・指示等
北朝鮮周辺水域における安全操業を確保するため
の方策について

水産課

4932 27 水産庁通達・指示等
遠洋底びき網漁業等に係る操業に関する制限又は
禁止の措置を定める告示等の一部改正について

昭和４９年度 (収)昭50. 1.27 水産庁長官

4932 28 水産庁通達・指示等
遠洋かつお・まぐろ漁業及び近海かつお・まぐろ
漁業のインドネシア諸島間水域における操業につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 1.22
(施)昭50.12. 2

水産課

4932 29 水産庁通達・指示等 外国領海等における漁船のだ捕の防止について 水産課

4933 1
昭和46年度かん排三方原用水協定
集

三方原用水共同施設管理関係協定集

4933 2
昭和46年度かん排三方原用水協定
集

三方原用水共有施設管理委託関係集 昭和４６年度 農地部

4934 1
岳南排水路及びその排水処理計画
について

岳南排水路及びその排水処理計画について 昭和４６年度
岳南排水路汚水
問題研究会

4935 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.11

静岡県人事関係法規集（～昭和46年１月25日）追
録No.11

昭和４５年度

4936 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.12

静岡県人事関係法規集（～昭和46年７月26日）追
録No.12

昭和４６年度

4937 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.13

静岡県人事関係法規集（昭和47年１月30日）追録
No.13

昭和４６年度
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4938 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.14

静岡県人事関係法規集（昭和47年８月30日）追録
No.14

昭和４７年度

4939 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.15

静岡県人事関係法規集（～昭和48年１月29日）追
録No.15

昭和４７年度

4940 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.16

静岡県人事関係法規集（昭和48年５月30日）追録
No.16

昭和４８年度

4941 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.17

静岡県人事関係法規集（昭和49年１月20日）追録
No.17

昭和４８年度

4942 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.18

静岡県人事関係法規集（昭和49年６月20日）追録
No.18

昭和４９年度

4943 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.19

静岡県人事関係法規集（昭和50年３月30日）追録
No.19

昭和４９年度

4944 1
静岡県人事関係法規集　追録
No.20

静岡県人事関係法規集（昭和50年10月10日）追録
No.20

昭和５０年度

4945 1 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和51年３月25日）号外 昭和５０年度

4945 2 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和51年３月25日）号外 昭和５０年度

4945 3 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和51年12月22日）号外 昭和５１年度

4945 4 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和52年３月31日）号外 昭和５１年度

4945 5 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和51年12月22日）号外 昭和５１年度

4945 6 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和52年12月16日）号外 昭和５２年度

4945 7 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和52年12月22日）号外 昭和５２年度

4945 8 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和52年12月22日）号外 昭和５２年度

4945 9 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和53年３月23日）号外 昭和５２年度

4945 10 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和52年12月16日）号外 昭和５２年度

4945 11 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和53年３月30日）号外 昭和５２年度

4945 12 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和53年12月22日）号外 昭和５３年度

4945 13 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和53年12月25日）号外 昭和５３年度

4945 14 静岡県公報　号外 静岡県公報（昭和54年１月16日）号外 昭和５３年度
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4946 1
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の一部改正事前協議の結
果について

昭和６２年度
(起)昭62. 9. 1
(決)昭62. 9. 7

住宅課

4946 2
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の一部改正について 昭和６２年度
(起)昭62. 6.19
(決)昭62. 6.19

住宅課

4946 3
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の一部改正及び２月県議
会への提案について

昭和６１年度
(起)昭62. 1. 8
(決)昭62. 2. 6

住宅課

4946 4
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

県営住宅管理条例の改正に伴う割増賃料変動予定
者への通知について

昭和６１年度 (起)昭61. 7.17 住宅課

4946 5
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の一部改正について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.28
(決)昭61. 5.30

住宅課

4946 6
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行に
ついて

昭和６１年度 (起)昭61. 4.28 住宅課

4946 7
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

県営住宅管理条例の一部改正について（報告） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.28
(決)昭57. 7.28
(施)昭57. 7.28

住宅企画課

4946 8
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 4
(決)昭57. 6. 9

住宅企画課

4946 9
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

公営住宅法施行令の一部改正について（通知） 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 3
(決)昭57. 6. 3
(施)昭57. 6. 3

住宅企画課

4946 10
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

公営住宅の収入基準等の改定について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.28
(決)昭57. 5. 4
(施)昭57. 5. 4

住宅企画課

4946 11
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 3.31
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 4.12

住宅企画課

4946 12
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例及び同施行規則の改正に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 3.31
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 4.12

住宅企画課

4946 13
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部改正につ
いて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.29

住宅企画課

4946 14
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の一部改正について（伺
い）

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 5 住宅企画課

4946 15
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の改正について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 4.12

住宅企画課

4946 16
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例及び同施行規則等の改正
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(施)昭55. 4. 7

住宅企画課

4946 17
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例等の一部改正について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.11.30
(決)昭55. 2.13

住宅企画課

4946 18
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部改正につ
いて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.12.22
(決)昭55. 2.13

住宅企画課

4946 19
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部改正につ
いて

昭和５４年度 (起)昭54. 7.20 住宅企画課

4946 20
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の一部改正について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 3
(決)昭54. 6. 9

住宅企画課

4946 21
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部改正につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 5.22
(決)昭53. 6.16

住宅企画課
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4946 22
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例等の一部改正について
（伺い）

昭和５１年度 (起)昭52. 1.29 住宅企画課

4946 23
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部改正につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 3. 5
(決)昭51. 3.16

住宅企画課

4946 24
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例等の一部改正について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.14 住宅企画課

4946 25
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

２月県議会へ提出予定の条例案について 昭和４９年度 (起)昭50. 1.14 住宅企画課

4946 26
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭49. 1.  
(決)昭49. 2.20

住宅課

4946 27
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部改正につ
いて

昭和４８年度
(起)昭49. 2. 9
(決)昭49. 3.22

住宅課

4946 28
県営住宅管理条例同施行規則改正
綴

静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部改正につ
いて（通知）

昭和４８年度
(起)昭48. 5.15
(決)昭48. 5.18
(施)昭48. 5.18

住宅課

4947 1
児童福祉事業対策費等国庫補助金
要項等綴

児童相談所費に係る単価の改正について（通知） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(決)昭57. 7.13
(施)昭57. 7.23

児童課

4947 2
児童福祉事業対策費等国庫補助金
要項等綴

児童相談所費に係る単価の改正について（通知） 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 6
(決)昭56. 5. 7
(施)昭56. 5. 8

児童課

4947 3
児童福祉事業対策費等国庫補助金
要項等綴

児童相談所費における一時保護所費基準額単価の
一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(決)昭50.10.17
(施)昭50.10.18

児童課

4947 4
児童福祉事業対策費等国庫補助金
要項等綴

児童相談所費基準額の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.11
(決)昭50. 6.12
(施)昭50. 6.12

児童課

4948 1
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一
部を改正する法律の施行について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3
厚生省大臣官房
障害保健福祉部
長

4948 2
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一
部を改正する法律の施行に伴う関政令の整備に関
する政令並びに精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律施行規則及び精神保健福祉法施行規則の
一部を改正する省令の施行について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3

厚生省大臣官房
障害保健福祉部
精神保健福祉課
長

4948 3
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一
部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通知の
改正について施行について

平成１４年度 (収)平14. 4. 2
厚生労働省社
会・援護局障害
保健福祉部長

4948 4
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

静岡県精神病院指定要領の一部改正について 平成１３年度
(起)平14. 2. 4
(決)平14. 2. 4
(施)平14. 2. 4

知的精神障害福
祉室

4948 5
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

措置入院患者退院届様式の一部改正について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.25
(決)昭49. 5.25
(施)昭49. 6. 5

保健予防課

4948 6
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領
の一部改正について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3

厚生省大臣官房
障害保健福祉部
精神保健福祉課
長
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4948 7
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

「精神保健指定医の指定取消しに当たっての聴聞
手続等について」の一部改正について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3

厚生省大臣官房
障害保健福祉部
精神保健福祉課
長

4948 8
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部
改正等（精神保健指定医関係）について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3
厚生省大臣官房
障害保健福祉部
長

4948 9
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

児童思春期精神障害に関するケースレポートにつ
いて

平成　元年度
(起)平 1.10.20
(決)平 1.10.26
(施)平 1.10.26

保健予防課

4948 10
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

応急入院指定病院の指定等について 平成１２年度 (収)平12. 4. 3

厚生省大臣官房
障害保健福祉部
精神保健福祉課
長

4948 11
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

医療法等の一部を改正する法律等の施行について 平成１２年度 (収)平13. 3. 6 医療室長

4948 12
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

医療法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関
係通知の改正について

平成１３年度 (収)平13. 4. 2
厚生労働省社
会・援護局障害
保健福祉部長

4948 13
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

実施検証を行う精神病院の選定について 平成１３年度 (収)平13. 5. 1

厚生労働省社
会・援護局障害
保健福祉部精神
保健福祉課長

4948 14
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

静岡県精神病院等指定要領の制定について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.25
(決)昭54. 7.29
(施)昭54. 8. 2

保健予防課

4948 15
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

痴呆性老人専門病院病棟及び痴呆性老人デイ・ケ
ア施設の施設整備基準について

昭和６３年度 (収)昭63. 7.11
厚生省保健医療
局長

4948 16
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

老人性痴呆疾患センター事業について 平成　元年度
(起)平 1. 7.19
(決)平 1. 7.21
(施)平 1. 7.21

保健予防課

4948 17
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

老人性痴呆疾患療養病棟の施設整備基準について 平成　３年度
(起)平 3. 8. 9
(決)平 3. 8.12
(施)平 3. 8.12

保健予防課

4948 18
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神障害者地域生活援助事業（精神障害者グルー
プホーム）の実施について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3
厚生省大臣官房
障害保健福祉部
長

4948 19
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

静岡県精神衛生センター設置条例案について（伺
い）

昭和４０年度
(起)昭40.12.13
(施)昭41. 1.31

予防課

4948 20
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神健康福祉センター運営要領について 平成　７年度
(起)平 8. 2. 1
(決)平 8. 2. 7
(施)平 8. 2. 9

保健予防課

4948 21
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神保健センターにおける特定相談事業実施要領
について

昭和６３年度
(起)平 1. 1.12
(決)平 1. 1.12
(施)平 1. 1.12

保健予防課
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4948 22
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神障害者社会適応訓練事業の実施について 平成１２年度 (収)平12. 4. 3
厚生省大臣官房
障害保健福祉部
長

4948 23
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神障害者地域生活援助事業等に対する指導監督
の徹底について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3

厚生省大臣官房
障害保健福祉部
精神保健福祉課
長

4948 24
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神科デイ・ケア施設の運営について 昭和６３年度 (収)昭63. 5.17
厚生省保健医療
局長

4948 25
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神障害者福祉ホームＢ型の取扱について 平成１３年度 (収)平14. 1.30
厚生労働省社
会・援護局障害
保健福祉部長

4948 26
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る授
産施設の相互利用制度について

平成１２年度 (収)平12.11.15
厚生省大臣官房
障害保健福祉部
長

4948 27
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

障精神害者社会復帰施設の設備及び運営に関する
基準の施行について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3
厚生省大臣官房
障害保健福祉部
長

4948 28
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神障害者社会復帰施設退所報告について 平成１２年度 (収)平12. 6. 2

厚生省大臣官房
障害保健福祉部
精神保健福祉課
社会復帰指導係
長

4948 29
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

障精神害者社会復帰施設に係る指導監査の実施に
ついて

平成１２年度 (収)平12. 4. 3
厚生省大臣官房
障害保険福祉部
長

4948 30
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神科救急医療対策事業実施要綱の制定について 平成　８年度
(起)平 9. 3. 4
(決)平 9. 3.14
(施)平 9. 3.14

保健予防課

4948 31
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

精神科救急医療システム整備事業実施要綱の一部
改正について

平成１２年度 (収)平12. 4. 3
厚生省大臣官房
障害保険福祉部
長

4948 32
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律等の改正等に伴う旧要綱
等（その１）

保健所及び市町村における精神保健福祉業務につ
いて

平成１２年度 (収)平12. 4. 3
厚生省大臣官房
障害保険福祉部
長

4949 1 雇用保険関係諸通達綴 雇用保険法案 昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課

4949 2 雇用保険関係諸通達綴 雇用保険法案要綱 昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課

4949 3 雇用保険関係諸通達綴
雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律案

昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課

4949 4 雇用保険関係諸通達綴
雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律案要綱

昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課

4949 5 雇用保険関係諸通達綴
「雇用保険法案」及び「雇用保険法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案」の考え方につ
いて

昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課
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4949 6 雇用保険関係諸通達綴 地方における準備スケジュール 昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課

4949 7 雇用保険関係諸通達綴 雇用保険に関する地方庁、安定所の業務 昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課

4950 1 雇用保険法適用例規集１ 雇用保険法その他関係法令の施行について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.29
(決)昭50. 3.29
(施)昭50. 3.29

失業保険課

4950 2 雇用保険法適用例規集１ 雇用保険法の施行に伴うデータの処理について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.24
(決)昭50. 3.24

失業保険課

4950 3 雇用保険法適用例規集１
雇用保険法施行後に使用するプログラムテープに
ついて

昭和４９年度
(起)昭50. 3.26
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 3.27

失業保険課

4950 4 雇用保険法適用例規集１
雇用保険法の施行に伴う関係通達等の配付につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.10

失業保険課

4950 5 雇用保険法適用例規集１
雇用保険法の施行に伴う関係通達等の配付につい
て

昭和４９年度
(起)昭50. 3.31
(決)昭50. 3.31
(施)昭50. 3.31

失業保険課

4950 6 雇用保険法適用例規集１
昭和50年度における短期雇用特例被保険者制度の
運用について

昭和５０年度
(起)昭50. 3.31
(施)昭50. 4. 5

失業保険課

4950 7 雇用保険法適用例規集１ 雇用保険法その他関係法令の施行について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.21
(決)昭50. 3.21
(施)昭50. 3.21

失業保険課

4950 8 雇用保険法適用例規集１
国有林野事業に従事する定期作業員の取扱いにつ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 3.31
(施)昭50. 4. 5

失業保険課

4950 9 雇用保険法適用例規集１ 昭和50年度における適用徴収業務の推進について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.11
(決)昭50. 4.11
(施)昭50. 4.12

失業保険課

4950 10 雇用保険法適用例規集１
国有林野事業に従事する定期作業員の取扱いにつ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 4.12
(決)昭50. 4.12
(施)昭50. 4.22

失業保険課

4950 11 雇用保険法適用例規集１
雇用保険短期雇用特例被保険者確認通知書の取扱
いについて

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 7
(決)昭50. 5. 9
(施)昭50. 5.10

雇用保険課

4950 12 雇用保険法適用例規集１ 雇用保険法関係施行通達等の一部改正について 昭和５０年度 (施)昭50. 5.23 雇用保険課

4950 13 雇用保険法適用例規集１ 労働保険の保険料算定基礎額の取扱いについて 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4. 9
(施)昭50. 4. 9

雇用保険課

4950 14 雇用保険法適用例規集１ 労働保険の保険料算定基礎額の取扱いについて 昭和５０年度
(起)昭50. 5.18
(決)昭50. 5.26
(施)昭50. 5.26

雇用保険課

4950 15 雇用保険法適用例規集１ 雇用保険法に関する疑義解釈について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.17
(決)昭50. 5.29
(施)昭50. 5.31

雇用保険課

4950 16 雇用保険法適用例規集１
短期雇用特例被保険者及び継続雇用特例被保険者
に関する取扱いについて

昭和５０年度
(起)昭50. 5.13
(施)昭50. 5.31

雇用保険課

4951 1 雇用保険法適用例規集２ 昭和50年 雇用保険法適用例規集２ 昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課

4952 1 雇用保険法適用例規集３ 昭和50年 雇用保険法適用例規集３ 昭和５０年度
労働省職業安定
局失業保険課

4953 1
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

短時間就労者に対する失業保険の適用及び扶養親
族の認定について

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 7
(決)昭50. 1. 9
(施)昭50. 1.10

失業保険課
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4953 2
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

公共職業安定所において行う失業の認定回数を定
める告示の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 7
(決)昭50. 1.12
(施)昭50. 1.13

失業保険課

4953 3
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

短時間就労者に対する失業保険の適用について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.10
(決)昭50. 1.18
(施)昭50. 1.20

失業保険課

4953 4
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業認定回数減少の臨時措置について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.14
(決)昭50. 1.18
(施)昭50. 1.18

失業保険課

4953 5
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

会計検査院の実施検査により指摘された事項の措
置について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.21
(決)昭50. 1.23
(施)昭50. 1.23

失業保険課

4953 6
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

公共職業安定所において行う失業の認定回数減少
の臨時措置等について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.29
(決)昭50. 2. 1
(施)昭50. 2. 1

失業保険課

4953 7
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行に伴う留意事項について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.30
(決)昭50. 2. 3
(施)昭50. 2. 3

失業保険課

4953 8
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行通達案に係る要望意見等について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 3
(決)昭50. 2. 3
(施)昭50. 2. 3

失業保険課

4953 9
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業認定回数減少の臨時措置について 昭和４９年度
(起)昭50. 2. 4
(決)昭50. 2. 4
(施)昭50. 2. 4

失業保険課

4953 10
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

公共職業安定所において行う失業の認定の回数を
定める告示の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭50. 1.31
(決)昭50. 2. 6
(施)昭50. 2. 6

失業保険課

4953 11
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業の認定日の増設について 昭和４９年度 (収)昭50. 1.20 失業保険課

4953 12
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業保険法第20条の４の規定に基づく給付日数の
延長に関する特別措置に係る地域の報告について

昭和４９年度
(起)昭50. 2.14
(決)昭50. 2.15
(施)昭50. 2.17

失業保険課

4953 13
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭50. 2.19
(決)昭50. 2.26
(施)昭50. 2.27

失業保険課

4953 14
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法の施行に伴う準備事務について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.21
(決)昭50. 2.27
(施)昭50. 2.27

失業保険課

4953 15
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

待期等給付金等の廃止に伴う受講指示について 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 5
(決)昭50. 3. 5
(施)昭50. 3. 5

失業保険課

4953 16
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業保険金支給台帳の改定について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.10
(決)昭50. 3.11
(施)昭50. 3.11

失業保険課

4953 17
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

国家公務員等退職手当法の改正に伴う準備事務に
ついて

昭和４９年度
(起)昭50. 3.25
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 3.27

失業保険課

4953 18
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業給付に係る認定業務等について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.24
(決)昭50. 3.26
(施)昭50. 3.26

失業保険課

4953 19
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業給付関係業務並びに適用関係業務に使用する
ゴム印の取扱いについて

昭和４９年度
(起)昭50. 3.27
(決)昭50. 3.29
(施)昭50. 3.29

失業保険課

4953 20
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員失業保険支給状況調査について 昭和４９年度
(起)昭50. 3.31
(決)昭50. 3.31
(施)昭50. 3.31

失業保険課

4953 21
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

「雇用保険の失業給付需給資格者のしおり」の印
刷発注について

昭和４９年度 (起)昭50. 2.10 失業保険課
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4953 22
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

公共職業安定所の事務分掌等の改正及び雇用保険
法の受給資格者に対する職業紹介業務の取扱につ
いて

昭和４９年度 失業保険課

4953 23
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法その他関係法令の施行について 昭和４９年度 失業保険課

4953 24
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法の施行に伴う関係通達等の正誤表につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 2
(決)昭50. 4. 3
(施)昭50. 4. 3

雇用保険課

4953 25
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法に基づく失業給付の口座振込に係る国
庫金振込請求書等の書式について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 4
(決)昭50. 4. 5
(施)昭50. 4. 5

雇用保険課

4953 26
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業対策に係る認定業務等について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 5
(決)昭50. 4. 7
(施)昭50. 4. 7

雇用保険課

4953 27
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

昭和50年度季節的受給者調査の実施について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.10
(決)昭50. 4.11
(施)昭50. 4.11

雇用保険課

4953 28
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険関係データの処理について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.15
(決)昭50. 4.16
(施)昭50. 4.16

雇用保険課

4953 29
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法の施行に伴う経過措置における支給台
帳の処理について

昭和５０年度 (収)昭50. 4.10 雇用保険課

4953 30
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業給付に係る認定業務等について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.18
(決)昭50. 4.23
(施)昭50. 4.23

雇用保険課

4953 31
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

国家公務員等退職手当法第10条の改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.23
(決)昭50. 4.24
(施)昭50. 4.24

雇用保険課

4953 32
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

就職支度金の支給申請に係る審査について 昭和５０年度
(起)昭50. 4.21
(決)昭50. 4.26
(施)昭50. 4.26

雇用保険課

4953 33
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

広域延長給付の措置を決定する告示等の制定につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 4.23
(決)昭50. 4.30
(施)昭50. 4.30

雇用保険課

4953 34
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

投書による苦情の処置について 昭和５０年度 (起)昭50. 5. 1 雇用保険課

4953 35
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行規則第59条第２項第２号の労働大
臣の定める地域について

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 6
(決)昭50. 5. 9
(施)昭50. 5. 9

雇用保険課

4953 36
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険審査担当課長会議の開催について 昭和５０年度
(起)昭50. 5. 6
(決)昭50. 5. 9
(施)昭50. 5. 9

雇用保険課

4953 37
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険失業給付の口座振込制度について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.21
(決)昭50. 5.24
(施)昭50. 5.24

雇用保険課

4953 38
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

産業開発青年隊応募者の連絡について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.12
(決)昭50. 5.12
(施)昭50. 5.13

雇用保険課

4953 39
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険適用給付関係業務の即時処理化について 昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 5.26
(施)昭50. 5.26

雇用保険課

4953 40
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.27
(決)昭50. 5.28
(施)昭50. 5.28

雇用保険課

4953 41
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業給付の不正受給に関する報告について 昭和５０年度
(起)昭50. 6. 2
(決)昭50. 6. 3
(施)昭50. 6. 4

雇用保険課

752 ページ



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

4953 42
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間を定める告示の制定につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 6.16
(決)昭50. 6.17
(施)昭50. 6.20

雇用保険課

4953 43
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

審査担当課長会議における質疑事項について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.18
(決)昭50. 6.23
(施)昭50. 6.23

雇用保険課

4953 44
昭和50年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

常用就職支度金支給調査書の様式改正について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.23
(決)昭50. 6.24
(施)昭50. 6.24

雇用保険課

4954 1
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

常用就職支度金支給にかかる実態調査について
（自管内就職者用）

昭和５０年度
(起)昭50. 7.10
(決)昭50. 7.10
(施)昭50. 7.10

雇用保険課

4954 2
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

常用就職支度金支給調査にかかる実態調査表の作
成について（自管内就職者用）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.23
(決)昭50. 6.28
(施)昭50. 6.28

雇用保険課

4954 3
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 7
(決)昭50. 7.15
(施)昭50. 7.15

雇用保険課

4954 4
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

伺 昭和５０年度 (起)昭50. 7.24 雇用保険課

4954 5
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

国有林野事業特別会計所属職員の失業者の退職手
当支給事務取扱について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.24
(決)昭50. 7.24
(施)昭50. 7.24

雇用保険課

4954 6
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付制度の運用について 昭和５０年度 雇用保険課

4954 7
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５０年度
(起)昭50. 8.15
(決)昭50. 8.25
(施)昭50. 8.25

雇用保険課

4954 8
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険運用状況の調査について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.25
(決)昭50. 8.25
(施)昭50. 8.26

雇用保険課

4954 9
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険失業給付の口座振込制度について 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 3
(決)昭50. 9. 3
(施)昭50. 9. 3

雇用保険課

4954 10
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間を定める告示の制定につ
いてについて

昭和５０年度
(起)昭50. 9.10
(決)昭50. 9.16
(施)昭50. 9.17

雇用保険課

4954 11
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.10
(決)昭50. 9.16
(施)昭50. 9.17

雇用保険課

4954 12
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種の一
覧表について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.16
(決)昭50. 9.17
(施)昭50. 9.18

雇用保険課

4954 13
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

季節的受給者（キャディー関係）の失業保険金需
給状況調査について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.16
(決)昭50. 9.19
(施)昭50. 9.20

雇用保険課

4954 14
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付の決定を受けた者の調査について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.22
(決)昭50. 9.25
(施)昭50. 9.25

雇用保険課

4954 15
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険適用・給付業務担当者会議の開催につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 9.25
(決)昭50. 9.30
(施)昭50. 9.30

雇用保険課

4954 16
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

短期雇用特別被保険者制度の運用状況の調査につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 9.27
(決)昭50.10. 3
(施)昭50.10. 3

雇用保険課

4954 17
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

地方公共団体の退職職員に対する失業の証明事務
について（進達）

昭和５０年度
(起)昭50.10. 1
(決)昭50.10. 3
(施)昭50.10. 3

雇用保険課
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4954 18
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

広域延長給付の措置を定める告示及び労働大臣が
指定する地域を定める国事の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50.10. 3
(決)昭50.10.14
(施)昭50.10.14

雇用保険課

4954 19
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５０年度
(起)昭50.10.14
(決)昭50.10.17
(施)昭50.10.17

雇用保険課

4954 20
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

地方公共団体の退職職員に対する失業の証明事務
について

昭和５０年度
(起)昭50.10.21
(決)昭50.10.24
(施)昭50.10.25

雇用保険課

4954 21
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

ゴルフ場関係の季節的受給者対策打合せ会議につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50.10.27
(決)昭50.10.27
(施)昭50.10.27

雇用保険課

4954 22
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険審査官あての書簡の送付について 昭和５０年度
(起)昭50.10.25
(決)昭50.10.25
(施)昭50.10.25

雇用保険課

4954 23
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険失業給付の口座振込制度について 昭和５０年度
(起)昭50.11. 5
(決)昭50.11.13
(施)昭50.11.13

雇用保険課

4954 24
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

通所手当の支給に関し労働大臣の定める地域を定
める告示の制定について

昭和５０年度
(起)昭50.11. 5
(決)昭50.11.15
(施)昭50.11.15

雇用保険課

4954 25
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

地方公共団体の退職職員に対する失業者の退職手
当の支給に関する失業の証明事務を公共職業安定
所において取り扱わせることについて

昭和５０年度
(起)昭50.11.18
(決)昭50.11.18
(施)昭50.11.18

雇用保険課

4954 26
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保健失業給付制度周知資料の作成について 昭和５０年度 (起)昭50.11.18 雇用保険課

4954 27
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

受給者パンフレットの構成について 昭和５０年度 (起)昭50.12. 9 雇用保険課

4954 28
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50.11.20
(決)昭50.11.20
(施)昭50.11.20

雇用保険課

4954 29
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険給付調査官会議の開催について 昭和５０年度
(起)昭50.11.28
(決)昭50.12. 3
(施)昭50.12. 3

雇用保険課

4954 30
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険法第17条第３項に規程する賃金日額が著
しく不当である場合の取扱について

昭和５０年度
(起)昭50.12.13
(決)昭50.12.13
(施)昭50.12.13

雇用保険課

4954 31
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

内翰 昭和５０年度
(起)昭50.12.25
(決)昭50.12.25
(施)昭50.12.25

雇用保険課

4954 32
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５０年度
(起)昭50.12. 9
(決)昭50.12.15
(施)昭50.12.15

雇用保険課

4954 33
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険不正受給防止対策要領について 昭和５０年度
(起)昭50.12.13
(決)昭50.12.15
(施)昭50.12.18

雇用保険課

4954 34
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険不正受給防止対策要領の印刷について 昭和５０年度 (起)昭50.11.13 雇用保険課

4954 35
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険不正受給防止対策要領について 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 1
(決)昭50.11.20
(施)昭50.11.20

雇用保険課

4954 36
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

特例需給資格の決定等に関する事務取扱処理につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50.12.16
(決)昭50.12.22
(施)昭50.12.22

雇用保険課

4954 37
昭和50年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険法第17条第３項に規程する賃金日額が著
しく不当である場合の取扱について

昭和５０年度
(起)昭50.12.24
(決)昭50.12.24
(施)昭50.12.24

雇用保険課
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4955 1 昭和46年雇用保険給付関係例規
扶養親族の範囲及び認定、短時間就労者に対する
失業保険の適用等について

昭和４５年度
(起)昭46. 1.27
(決)昭46. 2. 2
(施)昭46. 2. 2

失業保険課

4955 2 昭和46年雇用保険給付関係例規 入所指導対象各種養成施設の調査について 昭和４５年度
(起)昭45.12.19
(決)昭45.12.21
(施)昭45.12.21

失業保険課

4955 3 昭和46年雇用保険給付関係例規 入所指導対象各種養成施設の調査について 昭和４５年度 (起)昭45.12.10 失業保険課

4955 4 昭和46年雇用保険給付関係例規
入所指導の対象とする各種養成施設の指定につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 4.27
(決)昭46. 4.30
(施)昭46. 4.30

失業保険課

4955 5 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険法施行規則の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 2
(決)昭46. 4. 5
(施)昭46. 4. 5

失業保険課

4955 6 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険の給付日数の延長に関する特別措置を決
定する告示の制定及び労働大臣が指定する地域を
定める告示の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 2
(決)昭46. 4. 5
(施)昭46. 4. 5

失業保険課

4955 7 昭和46年雇用保険給付関係例規
労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 5
(決)昭46. 4. 7
(施)昭46. 4. 7

失業保険課

4955 8 昭和46年雇用保険給付関係例規
公共職業安定所において行なう失業の認定の回数
を定める告示の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 5
(決)昭46. 4. 7
(施)昭46. 4. 7

失業保険課

4955 9 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金の支給について 昭和４６年度
(起)昭46. 4. 7
(決)昭46. 4. 7
(施)昭46. 4. 8

失業保険課

4955 10 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業の認定回数を減少せしめる公共職業安定所の
指定のための調査について

昭和４５年度
(起)昭46. 2. 9
(決)昭46. 2. 9
(施)昭46. 2. 9

失業保険課

4955 11 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険給付等の口座振込について 昭和４５年度
(起)昭46. 2.22
(決)昭46. 2.22
(施)昭46. 2.22

失業保険課

4955 12 昭和46年雇用保険給付関係例規
日雇失業保険の遠隔地に於ける失業の認定につい
て

昭和４５年度
(起)昭46. 3.18
(決)昭46. 3.19
(施)昭46. 3.19

失業保険課

4955 13 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険適用給付関係手引きの改正について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.25
(決)昭46. 3.26
(施)昭46. 3.26

失業保険課

4955 14 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金の支給決定者数の報告について 昭和４５年度
(起)昭46. 3.27
(決)昭46. 3.27
(施)昭46. 3.27

失業保険課

4955 15 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険業務打合せブロック会議の開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 3.30
(決)昭46. 4. 1
(施)昭46. 4. 1

失業保険課

4955 16 昭和46年雇用保険給付関係例規
日雇失業保険の認定及び支給の記録用差込日付印
の作成について

昭和４６年度 (起)昭46. 4.19 失業保険課

4955 17 昭和46年雇用保険給付関係例規
小型電子計算機による失業保険給付調査関係事務
処理の開始について

昭和４６年度
(起)昭46. 4.20
(決)昭46. 4.21
(施)昭46. 4.21

失業保険課

4955 18 昭和46年雇用保険給付関係例規 昭和46年度季節的受給者調査の実施について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.22
(決)昭46. 4.23
(施)昭46. 4.23

失業保険課

4955 19 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険の給付概要について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.26
(決)昭46. 4.26
(施)昭46. 4.26

失業保険課

4955 20 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金受給者の就職状況について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.26
(決)昭46. 4.26
(施)昭46. 4.26

失業保険課
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4955 21 昭和46年雇用保険給付関係例規
就職支度金受給者の就職状況調査に関する疑義に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 4.26
(決)昭46. 4.27
(施)昭46. 4.27

失業保険課

4955 22 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険の給付概要について 昭和４６年度
(起)昭46. 4.30
(決)昭46. 5. 1
(施)昭46. 5. 1

失業保険課

4955 23 昭和46年雇用保険給付関係例規 福祉施設給付金支給要領の改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 5. 1
(決)昭46. 5. 4
(施)昭46. 5. 4

失業保険課

4955 24 昭和46年雇用保険給付関係例規
一般失業保険の等級別受給者実人員の調査につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 5. 8
(決)昭46. 5. 8
(施)昭46. 5. 8

失業保険課

4955 25 昭和46年雇用保険給付関係例規
一般失業保険の等級別受給者実人員の調査につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 4.22
(決)昭46. 4.22
(施)昭46. 4.22

失業保険課

4955 26 昭和46年雇用保険給付関係例規
就職支度金支給決定通知書（ハガキ）の送付につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 5. 7
(決)昭46. 5.10
(施)昭46. 5.10

失業保険課

4955 27 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金の支給に対する疑義について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.10
(決)昭46. 5.11
(施)昭46. 5.11

失業保険課

4955 28 昭和46年雇用保険給付関係例規
一般失業保険の等級別受給者実人員の調査結果に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 5.10
(決)昭46. 5.11
(施)昭46. 5.11

失業保険課

4955 29 昭和46年雇用保険給付関係例規
「保険給付の適正化措置状況調」並びに給付関係
資料の送付について

昭和４５年度
(起)昭46. 2.19
(決)昭46. 2.19
(施)昭46. 2.19

失業保険課

4955 30 昭和46年雇用保険給付関係例規 「失業保険金受給資格者の心得」の送付について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.13
(決)昭46. 5.15
(施)昭46. 5.15

失業保険課

4955 31 昭和46年雇用保険給付関係例規 口座振込日における認定の事務処理について 昭和４６年度
(起)昭46. 5.17
(決)昭46. 5.21
(施)昭46. 5.21

失業保険課

4955 32 昭和46年雇用保険給付関係例規
通所手当の支給に関し労働大臣が定める地域を定
める告示の制定について

昭和４６年度
(起)昭46. 5.13
(決)昭46. 5.25
(施)昭46. 5.25

失業保険課

4955 33 昭和46年雇用保険給付関係例規
入所指導の対象とする各種養成施設の指定につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 5.18
(決)昭46. 5.29
(施)昭46. 5.29

失業保険課

4955 34 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金受給者の就職状況について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.14
(決)昭46. 6.14
(施)昭46. 6.14

失業保険課

4955 35 昭和46年雇用保険給付関係例規
昭和46年度季節的受給者調査の調査票の送付につ
いて

昭和４６年度
(起)昭46. 6.11
(決)昭46. 6.15
(施)昭46. 6.16

失業保険課

4955 36 昭和46年雇用保険給付関係例規 福祉施設給付金支給要領の改正について 昭和４６年度
(起)昭46. 6. 5
(決)昭46. 6.15
(施)昭46. 6.16

失業保険課

4955 37 昭和46年雇用保険給付関係例規 給付関係業務改善計画について 昭和４６年度 (起)昭46. 5.25 失業保険課

4955 38 昭和46年雇用保険給付関係例規 適用給付関係業務研究会の開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.21
(決)昭46. 6.22
(施)昭46. 6.22

失業保険課

4955 39 昭和46年雇用保険給付関係例規
入所指導の対象とする「各種養成施設の指定」の
指定について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.22
(決)昭46. 6.25
(施)昭46. 6.25

失業保険課

4955 40 昭和46年雇用保険給付関係例規 通達一覧整理番号等の訂正について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.19
(決)昭46. 6.23
(施)昭46. 6.23

失業保険課

4955 41 昭和46年雇用保険給付関係例規
訓練機関１年を超える各種養成施設への入所指導
について

昭和４６年度
(起)昭46. 6. 5
(決)昭46. 6.23
(施)昭46. 6.23

失業保険課
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4955 42 昭和46年雇用保険給付関係例規
訓練期間１年を超える各種養成施設の入所指導に
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 6. 5
(決)昭46. 6.25
(施)昭46. 6.30

失業保険課

4955 43 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金制度の運営と求人の公開について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.21
(決)昭46. 6.23
(施)昭46. 6.23

失業保険課

4955 44 昭和46年雇用保険給付関係例規
地方自治法第203条に基づき地方公共団体の議会
の議員に対し支給される報酬及び期末手当の取扱
について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.30
(決)昭46. 7. 7
(施)昭46. 7. 7

失業保険課

4955 45 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金支給の実態と事務改善について 昭和４６年度
(起)昭46. 6.21
(決)昭46. 6.23
(施)昭46. 6.23

失業保険課

4955 46 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金支給の実態と事務改善について 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 8
(決)昭46. 7.10
(施)昭46. 7.10

失業保険課

4955 47 昭和46年雇用保険給付関係例規 適用給付関係業務研究会開催日の変更について 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 3
(決)昭46. 7. 5
(施)昭46. 7. 5

失業保険課

4955 48 昭和46年雇用保険給付関係例規 適用給付関係業務研究会討議資料の送付について 昭和４６年度
(起)昭46. 7. 9
(決)昭46. 7.10
(施)昭46. 7.10

失業保険課

4955 49 昭和46年雇用保険給付関係例規
「季節的受給者通年雇用奨励金支給要領」の送付
について

昭和４６年度
(起)昭46. 7.10
(決)昭46. 7.17
(施)昭46. 7.17

失業保険課

4955 50 昭和46年雇用保険給付関係例規 就職支度金不支給通知書の送付について 昭和４６年度
(起)昭46. 7.20
(決)昭46. 7.20
(施)昭46. 7.20

失業保険課

4955 51 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険業務研究会質疑応答について 昭和４６年度 (起)昭46. 8. 5 失業保険課

4955 52 昭和46年雇用保険給付関係例規 適用給付関係業務質疑応答集について 昭和４６年度
(起)昭46. 8.10
(決)昭46. 8.12
(施)昭46. 8.12

失業保険課

4955 53 昭和46年雇用保険給付関係例規 各種養成施設への入所指導について 昭和４６年度
(起)昭46. 8. 9
(決)昭46. 8. 9
(施)昭46. 8.10

失業保険課

4955 54 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険初回受給者受給者実人員就職支度金支給
状況調べについて

昭和４６年度
(起)昭46. 8.19
(決)昭46. 8.19
(施)昭46. 8.19

失業保険課

4955 55 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険初回受給者受給者実人員就職支度金支給
状況調の送付について

昭和４６年度
(起)昭46. 8.19
(決)昭46. 8.21
(施)昭46. 8.21

失業保険課

4955 56 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険給付の口座振込制度の実施公共職業安定
所の調査について

昭和４６年度
(起)昭46. 8.23
(決)昭46. 8.29
(施)昭46. 8.29

失業保険課

4955 57 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険給付の口座振込制度の実施公共職業安定
所の調査について

昭和４６年度
(起)昭46. 8.10
(決)昭46. 8.10
(施)昭46. 8.10

失業保険課

4955 58 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険初回受給者受給者実人員就職支度金支給
状況調について

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 4
(決)昭46. 9. 6
(施)昭46. 9. 6

失業保険課

4955 59 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険給付の口座振込制度の実施公共職業安定
所の調査について

昭和４６年度
(起)昭46. 9. 9
(決)昭46. 9.13
(施)昭46. 9.13

失業保険課

4955 60 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険給付口座振込業務打合会議の開催につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 9.21
(決)昭46. 9.25
(施)昭46. 9.25

失業保険課

4955 61 昭和46年雇用保険給付関係例規
視力障害者に対し訓練期間が１年を越える養成施
設への入校指導について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.13
(決)昭46. 9.23
(施)昭46. 9.23

失業保険課
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4955 62 昭和46年雇用保険給付関係例規
視力障害者に対し期間が１年を越える養成施設へ
の入校指導について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.25
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 1

失業保険課

4955 63 昭和46年雇用保険給付関係例規
国立東京視力障害センターの定期休暇期間中にお
ける失業の認定について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.25
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 1

失業保険課

4955 64 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業保険の給付日数の延長に関する特別措置を決
定する告示の制定及び労働大臣が指定する地域を
定める告示の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46.10. 5
(決)昭46.10. 7
(施)昭46.10. 7

失業保険課

4955 65 昭和46年雇用保険給付関係例規 米国のドル防衛措置の影響について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.30
(決)昭46.10. 4
(施)昭46.10. 4

失業保険課

4955 66 昭和46年雇用保険給付関係例規 「失業保険金受給資格者の心得」の送付について 昭和４６年度
(起)昭46.10. 6
(決)昭46.10. 9
(施)昭46.10. 9

失業保険課

4955 67 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険関係業務の観察実施について 昭和４６年度 (収)昭46.10.19
労働省職業安定
局長

4955 68 昭和46年雇用保険給付関係例規
失業の認定回数を減少せしめる公共職業安定所の
ための調査について

昭和４６年度
(起)昭46.11. 3
(決)昭46.11.16
(施)昭46.11.16

失業保険課

4955 69 昭和46年雇用保険給付関係例規 口座振込のパンフレットについて 昭和４６年度 (起)昭46.11. 7 失業保険課

4955 70 昭和46年雇用保険給付関係例規 業務監察提出資料の送付について 昭和４６年度
(起)昭46.11.27
(決)昭46.11.27
(施)昭46.11.29

失業保険課

4955 71 昭和46年雇用保険給付関係例規
沖縄失業保険法施行規則の改正に伴う沖縄法相当
給付関係業務の取扱について

昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.12. 7
(施)昭46.12. 7

失業保険課

4955 72 昭和46年雇用保険給付関係例規 福祉施設給付金支給要領の改正について 昭和４６年度
(起)昭46.11.29
(決)昭46.12. 7
(施)昭46.12. 7

失業保険課

4955 73 昭和46年雇用保険給付関係例規
昭和46年度季節的受給者調査の調査表送付につい
て

昭和４６年度
(起)昭46.12. 1
(決)昭46.12. 7
(施)昭46.12. 7

失業保険課

4955 74 昭和46年雇用保険給付関係例規 失業保険給付の口座振込について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 5
(決)昭46.11. 5
(施)昭46.11. 5

失業保険課

4955 75 昭和46年雇用保険給付関係例規
労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46.12.22
(決)昭46.12.24
(施)昭46.12.24

失業保険課

4955 76 昭和46年雇用保険給付関係例規
公共職業安定所において行なう失業の回数を定め
る告示の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭46.12.22
(決)昭46.12.24
(施)昭46.12.24

失業保険課

4955 77 昭和46年雇用保険給付関係例規 沖縄法相当給付の受給者の就職あつせんについて 昭和４６年度
(起)昭46.12.23
(決)昭46.12.24
(施)昭46.12.24

失業保険課

4955 78 昭和46年雇用保険給付関係例規 企業整備情報の送付について 昭和４６年度
(起)昭46.12.22
(決)昭46.12.23
(施)昭46.12.23

失業保険課

4955 79 昭和46年雇用保険給付関係例規
外国貨幣換算率の改訂に伴う沖縄法相当給付関係
事務の取扱について

昭和４６年度
(起)昭46.12.23
(決)昭46.12.24
(施)昭46.12.24

失業保険課

4955 80 昭和46年雇用保険給付関係例規 企業整備情報の送付について 昭和４６年度
(起)昭46.12.27
(決)昭46.12.27
(施)昭46.12.27

失業保険課

4956 1
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎の貸与要件の特例による宿舎の
指定について

昭和４８年度 (起)昭48. 4.13 失業保険課
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4956 2
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の一部改正について 昭和４８年度 (起)昭48. 6. 9 失業保険課

4956 3
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の一部改正について 昭和４８年度 (起)昭48. 6. 9 失業保険課

4956 4
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の一部改正について 昭和４８年度 (起)昭48. 6.25 失業保険課

4956 5
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

「労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体
障害者作業施設の貸付金算定に関する件」の一部
改正について

昭和４８年度 (起)昭48. 7.11 失業保険課

4956 6
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体障
害者作業施設の標準建設費並びに土地の標準価額
に関する件の一部改正について

昭和４８年度 (起)昭48. 7.11 失業保険課

4956 7
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和48年度雇用促進融資募集に係る大企業に対す
る貸付利率について

昭和４８年度 (起)昭48. 7.11 失業保険課

4956 8
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体障
害者作業施設の標準建設費並びに土地の標準価額
に関する件の一部改正に係る金額等の訂正につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 7.16
(決)昭48. 7.21
(施)昭48. 7.21

失業保険課

4956 9
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の送付について 昭和４８年度 (起)昭48. 8.15 失業保険課

4956 10
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和48年度雇用促進融資の貸付利率の改定につい
て

昭和４８年度 (起)昭48. 8. 6 失業保険課

4956 11
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和48年度雇用促進融資の貸付利率の改定に伴う
措置について

昭和４８年度
(起)昭48. 8.17
(決)昭48. 9. 3
(施)昭48. 9. 3

失業保険課

4956 12
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資実施要領の送付について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.21
(決)昭48. 9.22
(施)昭48. 9.22

失業保険課

4956 13
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団一般業務方法書の一部改正につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 9.13
(決)昭48. 9.13
(施)昭48. 9.13

失業保険課

4956 14
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和48年度雇用促進融資の貸付要件の拡大に伴う
福祉施設設置資金（職業訓練施設を除く）融資の
募集等について

昭和４８年度
(起)昭48.10. 5
(施)昭48.10.13

失業保険課

4956 15
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和48年度雇用促進融資の募集期間の延長につい
て

昭和４８年度 (起)昭48.10.30 失業保険課

4956 16
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資の貸付利率の改定について 昭和４８年度
(起)昭48.11.26
(決)昭48.11.28
(施)昭48.11.28

失業保険課

4956 17
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎の貸与要件の特例による宿舎の
指定について

昭和４８年度 (起)昭48.11. 7 失業保険課

4956 18
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48.12.19
(決)昭48.12.26
(施)昭48.12.26

失業保険課

4956 19
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団の建設工事にかかる昭和49年度建
設工事入札参加資格審査申請書の受付について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.21
(決)昭49. 1.24
(施)昭49. 1.24

失業保険課

4956 20
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の一部改正について 昭和４８年度 (起)昭49. 2.18 失業保険課
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4956 21
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和48年度心身障害者多数雇用事業所施設等設置
資金の貸付に係る募集について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.26
(決)昭49. 3. 1
(施)昭49. 3. 5

失業保険課

4956 22
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和49年度建設工事入札参加資格審査申請書の受
付について

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 5
(決)昭49. 3. 5
(施)昭49. 3. 5

失業保険課

4956 23
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

勤労者財産形成融資と年金福祉事業団の被保険者
住宅転貸資金融資との併せ貸しについて

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 5
(決)昭49. 3. 8

失業保険課

4956 24
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の運用について 昭和４９年度
(起)昭49. 3.26
(決)昭49. 4. 1
(施)昭49. 4. 1

失業保険課

4956 25
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

心身障害者多数雇用事業所施設等設置資金貸付要
領の制定について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 8
(決)昭49. 4. 9
(施)昭49. 4. 9

失業保険課

4956 26
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者以外の雇用労働者の雇用促進住宅入居
率緩和について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(決)昭49.10. 1
(施)昭49.10. 1

失業保険課

4956 27
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団施設の事務処理について（伺い） 昭和４９年度 (起)昭49.10.23 失業保険課

4956 28
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者以外の雇用労働者の雇用促進住宅入居
率緩和について

昭和４９年度
(起)昭49.10.14
(決)昭49.10.19
(施)昭49.10.21

失業保険課

4956 29
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団一般業務方法書の一部改正につい
て

昭和４９年度
(起)昭49.12.25
(決)昭49.12.26
(施)昭49.12.26

失業保険課

4956 30
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進住宅入居申請書の取扱いについて 昭和４９年度
(起)昭50. 3.24
(決)昭50. 3.26
(施)昭50. 3.27

失業保険課

4956 31
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移転就職者用宿舎運営要領の一部改正及び改正に
伴う業務の取扱いについて

昭和５０年度
(起)昭50. 5.28
(決)昭50. 5.28
(施)昭50. 5.28

失業保険課

4956 32
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団業務方法書集の送付について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.17
(決)昭50. 7.21
(施)昭50. 7.22

失業保険課

4956 33
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団一般業務方法書及び雇用促進事業
団援護業務方法書の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 7.17
(決)昭50. 7.21
(施)昭50. 7.22

失業保険課

4956 34
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

農村教養文化体育施設運営要領の制定並びに共同
福祉施設運営要領、勤労青少年体育施設運営要領
及び勤労総合福祉センター運営要領の改正につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 7.17
(決)昭50. 7.21
(施)昭50. 7.22

失業保険課

4956 35
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資業務必携の送付について 昭和５０年度
(起)昭50. 7.24
(決)昭50. 7.24
(施)昭50. 7.25

失業保険課

4956 36
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

「労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体
障害者作業施設の貸付金算定に関する件」の一部
改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 8.21
(施)昭50. 8.26

失業保険課

4956 37
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

「労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体
障害者作業施設の標準建設費並びに土地の標準価
額に関する件」の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 8.21
(施)昭50. 8.26

失業保険課

4956 38
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資の貸付利率の改定について 昭和５０年度
(起)昭50.12.24
(決)昭50.12.26
(施)昭50.12.26

失業保険課

4956 39
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資関係貸付要領の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭50.12.24
(決)昭50.12.26
(施)昭50.12.26

失業保険課
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4956 40
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和51年度建設工事入札参加資格審査申請書の受
付について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.21
(決)昭51. 1.21
(施)昭51. 1.22

失業保険課

4956 41
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資関係貸付要領の一部改正について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 2
(決)昭51. 2. 2
(施)昭51. 2. 3

失業保険課

4956 42
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

昭和51年度建設工事入札参加資格審査申請書及び
設計監理参加資格審査申請書の受付について

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 2
(決)昭51. 2. 4
(施)昭51. 2. 5

失業保険課

4956 43
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団一般業務方法書及び雇用促進事業
団勤労者財産形成業務方法書の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.28
(決)昭51. 3. 2
(施)昭51. 3. 3

失業保険課

4956 44
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

駐留軍関係離職者援護業務要領（雇用奨励金及び
再就職奨励金）の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50.12.26
(決)昭50.12.26
(施)昭50.12.27

失業保険課

4956 45
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

勤労者体育施設運営要領の制定について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.13
(決)昭51. 4.14
(施)昭51. 4.15

失業保険課

4956 46
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

労働省防災業務計画について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.13
(決)昭51. 9.14
(施)昭51. 9.16

失業保険課

4956 47
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

委託福祉施設における労働省防災業務計画の周知
について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.13
(決)昭51. 9.14
(施)昭51. 9.16

失業保険課

4956 48
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移住資金支給要領等の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 5
(決)昭51.10. 7
(施)昭51.10. 7

失業保険課

4956 49
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

移住資金支給要領等の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 5
(決)昭51.10. 7
(施)昭51.10. 7

失業保険課

4956 50
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

災害により雇用促進事業団の施設等の被害状況の
連絡について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.22
(決)昭52. 1.24
(施)昭52. 1.24

失業保険課

4956 51
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

運営委託施設に係る物品並びに不動産の取扱いに
ついて

昭和５１年度 (起)昭52. 2. 8 失業保険課

4956 52
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進事業団一般業務方法書及び援護業務方法
書の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 9.19
(決)昭52. 9.21
(施)昭52. 9.21

失業保険課

4956 53
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

大型福祉施設に対する「施設総合賠償責任保険」
及び「普通人災保険」の団体加入について

昭和５２年度 (起)昭52.10.19 失業保険課

4956 54
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進住宅の入居資格要件の緩和について 昭和５２年度
(起)昭52.11.22
(決)昭52.11.22
(施)昭52.11.22

失業保険課

4956 55
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

視覚障害者用かなタイプライター購入資金貸付制
度の周知方依頼について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.21
(決)昭49. 2.12
(施)昭49. 2.12

失業保険課

4956 56
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体障
害者作業施設の標準建設費並びに土地の標準価額
に関する件の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.26
(決)昭49. 6.29
(施)昭49. 6.29

失業保険課

4956 57
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

「労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体
障害者作業施設の貸付金算定に関する件」の一部
改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 7. 9
(決)昭49. 7.10
(施)昭49. 7.10

失業保険課

4956 58
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資関係貸付要領の一部改正について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.12
(決)昭49. 8.16
(施)昭49. 8.16

失業保険課

4956 59
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

共同貸付の取扱いについて 昭和５０年度
(起)昭50. 9.23
(決)昭50. 9.30
(施)昭50. 9.30

失業保険課

761 ページ



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

4956 60
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資の団体利用について 昭和５０年度
(起)昭50.12. 9
(決)昭50.12.16
(施)昭50.12.18

失業保険課

4956 61
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

「労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体
障害者作業施設の標準建設費並びに土地の標準価
額に関する件」の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.28
(決)昭51. 5.31
(施)昭51. 5.31

失業保険課

4956 62
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

「労働者住宅、福祉施設、職業訓練施設及び身体
障害者作業施設の貸付金算定に関する件」の一部
改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.28
(決)昭51. 5.31
(施)昭51. 5.31

失業保険課

4956 63
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

身体障害者雇用促進法の一部改正に伴う福祉施設
設置資金貸付要領等の取扱いについて

昭和５１年度
(起)昭52. 1.11
(決)昭52. 1.13
(施)昭52. 1.13

失業保険課

4956 64
昭和48～52年度雇用促進事業団関
係例規綴

雇用促進融資関係貸付要領の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.11
(決)昭52. 1.13
(施)昭52. 1.13

失業保険課

4957 1 昭和47年失業保険等給付例規綴 様式の印刷について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47. 4. 3 失業保険課

4957 2 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険給付関係書類の送付について 昭和４７年度
(起)昭47. 5. 1
(決)昭47. 5. 1
(施)昭47. 5. 1

失業保険課

4957 3 昭和47年失業保険等給付例規綴 福祉施設給付金支給要領の改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 5. 6
(決)昭47. 5.11
(施)昭47. 5.11

失業保険課

4957 4 昭和47年失業保険等給付例規綴
沖縄の復帰に伴う失業保険関係法令の適用の特別
措置等について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.16
(決)昭47. 5.19
(施)昭47. 5.19

失業保険課

4957 5 昭和47年失業保険等給付例規綴 福祉施設給付金支給要領の送付について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.19
(決)昭47. 5.19
(施)昭47. 5.19

失業保険課

4957 6 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険審査担当者会議の開催について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.18
(決)昭47. 5.23
(施)昭47. 5.23

失業保険課

4957 7 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険審査担当者会議について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47. 6. 1 失業保険課

4957 8 昭和47年失業保険等給付例規綴
合衆国ドル表示の保険給付の額等の日本円表示の
額への換算について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.26
(決)昭47. 5.29
(施)昭47. 5.29

失業保険課

4957 9 昭和47年失業保険等給付例規綴
沖縄の復帰に伴う通勤手当の支給に関し労働大臣
が定める地域を定める告示について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.26
(決)昭47. 5.29
(施)昭47. 5.29

失業保険課

4957 10 昭和47年失業保険等給付例規綴
激甚災害時における失業保険金の支給の特例に関
する省令及び港湾労働法施行規則の一部改正につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 5.27
(決)昭47. 5.29
(施)昭47. 5.29

失業保険課

4957 11 昭和47年失業保険等給付例規綴
日雇労働被保険者の公共職業安定所への出頭状況
について

昭和４７年度
(起)昭47. 5.26
(決)昭47. 5.26
(施)昭47. 5.26

失業保険課

4957 12 昭和47年失業保険等給付例規綴
日雇労働被保険者の公共職業安定所への出頭状況
について

昭和４７年度
(起)昭47. 6.10
(決)昭47. 6.12
(施)昭47. 6.12

失業保険課

4957 13 昭和47年失業保険等給付例規綴 昭和47年度季節的受給者調査の実施について 昭和４７年度
(起)昭47. 5.24
(決)昭47. 5.25
(施)昭47. 6. 5

失業保険課

4957 14 昭和47年失業保険等給付例規綴 通達等の正誤表について 昭和４７年度
(起)昭47. 6. 6
(決)昭47. 6. 9
(施)昭47. 6. 9

失業保険課

4957 15 昭和47年失業保険等給付例規綴
昭和47年度季節的受給者調査調査表の送付につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 6.14
(決)昭47. 6.15
(施)昭47. 6.15

失業保険課
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4957 16 昭和47年失業保険等給付例規綴
短時間就労者に対する失業保険の適用、扶養親族
の範囲及び認定について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.11
(決)昭47. 1.13
(施)昭47. 1.13

失業保険課

4957 17 昭和47年失業保険等給付例規綴
通勤手当の支給に関し労働大臣が定める地域を定
める告示の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.12
(決)昭47. 1.17
(施)昭47. 1.17

失業保険課

4957 18 昭和47年失業保険等給付例規綴
会計検査院の実地検査により指摘された事項の措
置について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.19
(決)昭47. 1.25
(施)昭47. 1.25

失業保険課

4957 19 昭和47年失業保険等給付例規綴 福祉施設給付金支給要領の改正について 昭和４６年度
(起)昭47. 1.22
(決)昭47. 1.27
(施)昭47. 1.28

失業保険課

4957 20 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険給付調査官業務打合会議の開催について 昭和４６年度
(起)昭47. 1. 6
(決)昭47. 1. 7
(施)昭47. 1. 7

失業保険課

4957 21 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険給付調査官業務打合会議事例研究資料の
送付について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.18
(決)昭47. 1.18
(施)昭47. 1.18

失業保険課

4957 22 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険給付調査官業務打合会議開催日の変更に
ついて

昭和４６年度
(起)昭47. 1.22
(決)昭47. 1.24
(施)昭47. 1.24

失業保険課

4957 23 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険給付調査官業務打合会議の開催について 昭和４６年度
(起)昭47. 2.24
(決)昭47. 2.26
(施)昭47. 2.26

失業保険課

4957 24 昭和47年失業保険等給付例規綴 給付調査官業務打合会議について（伺い） 昭和４６年度 (起)昭47. 3. 7 失業保険課

4957 25 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業の認定回数が通年４週１回の指定を受けてい
る安定所における受給資格者の就職促進及び給付
の適正化等の状況報告について

昭和４６年度
(起)昭47. 3. 1
(決)昭47. 3. 2
(施)昭47. 3. 2

失業保険課

4957 26 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業の認定回数が通年４週１回の指定を受けてい
る安定所における受給資格者の就職促進及び給付
の適正化等の状況報告について

昭和４６年度
(起)昭46.12.23
(決)昭46.12.24
(施)昭46.12.24

失業保険課

4957 27 昭和47年失業保険等給付例規綴
視力障害者に対する訓練機関が１年を超える各種
養成施設への入所指導について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.13
(決)昭47. 3.14
(施)昭47. 3.14

失業保険課

4957 28 昭和47年失業保険等給付例規綴 福祉施設給付金支給要領の改正について 昭和４６年度
(起)昭47. 3.10
(決)昭47. 3.16
(施)昭47. 3.17

失業保険課

4957 29 昭和47年失業保険等給付例規綴
地方公共団体の退職職員に対する失業者の退職手
当の支給に関する失業の証明事務を公共職業安定
所において取り扱わせることについて

昭和４６年度
(起)昭47. 3.14
(決)昭47. 3.16
(施)昭47. 3.17

失業保険課

4957 30 昭和47年失業保険等給付例規綴
労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.28
(決)昭47. 3.31
(施)昭47. 3.31

失業保険課

4957 31 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険法施行令の一部改正等について 昭和４７年度
(起)昭47. 4. 5
(決)昭47. 4. 8
(施)昭47. 4. 8

失業保険課

4957 32 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険金の給付日数の延長に関する特別措置を
決定する告示の制定及び労働大臣が指定する地域
を定める告示の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 5
(決)昭47. 4. 8
(施)昭47. 4.11

失業保険課

4957 33 昭和47年失業保険等給付例規綴
給付会計機とテープさん孔機の連動による失業保
険給付関係の事務処理及び失業保険金支給台帳の
様式の改正について

昭和４７年度
(起)昭47. 4.11
(決)昭47. 4.17
(施)昭47. 4.17

失業保険課

4957 34 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険給付操作手順書の送付について 昭和４７年度
(起)昭47. 4.27
(決)昭47. 4.28
(施)昭47. 4.28

失業保険課
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4957 35 昭和47年失業保険等給付例規綴
「失業保険金受給資格者の心得」の印刷について
（伺い）

昭和４７年度 (起)昭47. 4. 1 失業保険課

4957 36 昭和47年失業保険等給付例規綴
農繁期帰省旅行にかかる帰省給付金、就職促進手
当差金、就職支度金差金の「支給実人員」及び
「支給金額」の報告について

昭和４７年度
(起)昭47. 9. 9
(決)昭47. 9.11
(施)昭47. 9.11

失業保険課

4957 37 昭和47年失業保険等給付例規綴
農繁期帰省旅行にかかる帰省給付金、就職促進手
当差金、就職支度金差金の「支給実人員」及び
「支給金額」の報告について

昭和４７年度
(起)昭47.10.19
(決)昭47.10.19
(施)昭47.10.19

失業保険課

4957 38 昭和47年失業保険等給付例規綴
身体障害者等を対象とする訓練機関が１年を越え
る養成施設への入所指導の基準について

昭和４７年度
(起)昭47. 9.19
(決)昭47. 9.22
(施)昭47. 9.22

失業保険課

4957 39 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業の認定をしない日の調査について 昭和４７年度 (収)昭47. 9.28 失業保険課

4957 40 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業の認定をしない日の調査について（伺い） 昭和４７年度
(起)昭47. 9.28
(施)昭47. 9.30

失業保険課

4957 41 昭和47年失業保険等給付例規綴
ゴルフ場関係の季節的受給者対策打合せ会議の開
催について

昭和４７年度
(起)昭47.10. 4
(決)昭47.10. 5
(施)昭47.10. 5

失業保険課

4957 42 昭和47年失業保険等給付例規綴
ゴルフ場関係の季節的受給者対策打合せ会議の開
催について

昭和４７年度
(起)昭47.12. 9
(決)昭47.12. 9
(施)昭47.12. 9

失業保険課

4957 43 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険金の給付日数の延長に関する特別措置を
決定する告示の制定及び労働大臣が指定する地域
を定める告示の一部改正について

昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.16
(施)昭47.10.17

失業保険課

4957 44 昭和47年失業保険等給付例規綴
季節移動労働者の移転費（失業保険福祉施設給付
金）支給について

昭和４７年度
(起)昭47.10.16
(決)昭47.10.16
(施)昭47.10.17

失業保険課

4957 45 昭和47年失業保険等給付例規綴 季節的受給者通年雇用奨励金について 昭和４７年度
(起)昭47.11. 6
(決)昭47.11. 7
(施)昭47.11. 7

失業保険課

4957 46 昭和47年失業保険等給付例規綴
昭和47年度における季節的受給者通年雇用奨励金
制度の運用について

昭和４７年度
(起)昭47.11. 6
(決)昭47.11. 7
(施)昭47.11. 7

失業保険課

4957 47 昭和47年失業保険等給付例規綴
短時間就労者に対する失業保険の適用並びに扶養
親族の範囲及び認定について

昭和４７年度
(起)昭47.12. 6
(決)昭47.12. 7
(施)昭47.12. 7

失業保険課

4957 48 昭和47年失業保険等給付例規綴 業務監察提出資料の送付について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.19
(決)昭47. 6.21
(施)昭47. 6.21

失業保険課

4957 49 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険認定業務担当者会議の開催について 昭和４７年度
(起)昭47. 7. 4
(決)昭47. 7. 5
(施)昭47. 7. 5

失業保険課

4957 50 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険認定業務担当者会議について（伺い） 昭和４７年度 (起)昭47. 7.21 失業保険課

4957 51 昭和47年失業保険等給付例規綴
季節的受給者の通年雇用促進のための諸施策につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 7.15
(決)昭47. 7.17
(施)昭47. 7.17

失業保険課

4957 52 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業者の退職手当支給規程の一部改正について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.27
(決)昭47. 8. 1
(施)昭47. 8. 1

失業保険課

4957 53 昭和47年失業保険等給付例規綴 電文（通年雇用対策に関する調査について） 昭和４７年度 (収)昭47. 8. 3 失業保険課

4957 54 昭和47年失業保険等給付例規綴 通年雇用対策に関する調査について 昭和４７年度
(起)昭47. 8. 5
(決)昭47. 8. 5
(施)昭47. 8. 7

失業保険課
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4957 55 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険給付の口座振込制度の実施公共職業安定
所の調査について（伺い）

昭和４７年度 (起)昭47. 8. 1 失業保険課

4957 56 昭和47年失業保険等給付例規綴 就職支度金支給申請書処理簿の作成について 昭和４７年度
(起)昭47. 8.14
(決)昭47. 8.16
(施)昭47. 8.16

失業保険課

4957 57 昭和47年失業保険等給付例規綴 伺い 昭和４７年度
(起)昭47. 8.30
(施)昭47. 9. 2

失業保険課

4957 58 昭和47年失業保険等給付例規綴 就職支度金支給申請書処理簿の送付について 昭和４７年度
(起)昭47. 9.14
(決)昭47. 9.21
(施)昭47. 9.21

失業保険課

4957 59 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険法第20条の４の規定に基づく給付日数の
延長に関する特別措置に係る地域に関する報告に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 8.12
(決)昭47. 8.14
(施)昭47. 8.14

失業保険課

4957 60 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険給付の口座振込制度の実施公共職業安定
所の調査について

昭和４７年度 (起)昭47. 8. 1 失業保険課

4957 61 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険給付の口座振込制度の実施公共職業安定
所の調査について

昭和４７年度
(起)昭47. 8.17
(決)昭47. 8.19
(施)昭47. 8.19

失業保険課

4957 62 昭和47年失業保険等給付例規綴 失業保険給付の口座振込みについて 昭和４７年度
(起)昭47. 9.19
(決)昭47. 9.20
(施)昭47. 9.20

失業保険課

4957 63 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業保険給付の口座振込みについて（昭和47年９
月16日付、失保発第71号に対する報告）

昭和４７年度 (起)昭47. 9.25 失業保険課

4957 64 昭和47年失業保険等給付例規綴
失業の認定回数を減少せしめる公共職業安定所の
指定のための調査について

昭和４７年度
(起)昭47.10.13
(決)昭47.10.14
(施)昭47.10.14

失業保険課

4958 1
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

就職支度金の支給等に関する業務取扱要領の改正
について

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 5
(決)昭48. 1. 8
(施)昭48. 1. 8

失業保険課

4958 2
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

日雇失業保険金支給台帳の様式改正について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.10
(決)昭48. 1.10
(施)昭48. 1.10

失業保険課

4958 3
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

日雇失業保険金支給台帳について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.12
(施)昭48. 1.13

失業保険課

4958 4
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

会計検査院の実施検査により指摘された事項の措
置について

昭和４７年度
(起)昭48. 1.13
(決)昭48. 1.17
(施)昭48. 1.17

失業保険課

4958 5
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業の認定回数が通年４週１回の指定を受けてい
る安定所における受給資格者の就職促進及び給付
の適正化等の状況報告について

昭和４７年度
(起)昭48. 1. 6
(決)昭48. 1.10
(施)昭48. 1.10

失業保険課

4958 6
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業の認定回数が通年４週１回の指定を受けてい
る安定所における受給資格者の就職促進及び給付
の適正化等の状況報告について

昭和４７年度
(起)昭48. 2.20
(決)昭48. 2.22
(施)昭48. 2.22

失業保険課

4958 7
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

「受給資格者の心得」の送付について 昭和４７年度
(起)昭48. 2.24
(決)昭48. 2.26
(施)昭48. 2.26

失業保険課

4958 8
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

地方公共団体の退職職員に対する失業者の退職手
当の支給に関する失業の証明事務を公共職業安定
所において取り扱わせることについて

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 6
(決)昭48. 3. 8
(施)昭48. 3. 8

失業保険課

4958 9
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

建設省建設大学中央訓練所応募者名簿の送付につ
いて

昭和４７年度
(起)昭48. 3. 6
(決)昭48. 3. 6
(施)昭48. 3. 6

失業保険課
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4958 10
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業の不認定について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.14
(決)昭48. 3.19
(施)昭48. 3.19

失業保険課

4958 11
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

扶養手当の日額等の改正に伴う準備事務について 昭和４７年度
(起)昭48. 3.26
(決)昭48. 3.26
(施)昭48. 3.26

失業保険課

4958 12
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

休日に関する失業の認定日の変更について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 4
(決)昭48. 4. 5
(施)昭48. 4. 5

失業保険課

4958 13
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

扶養手当の日額等の改正の施工について 昭和４８年度 (収)昭48. 4. 3 失業保険課

4958 14
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

昭和48年度公共職業安定所認定日説明日の調査に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.12
(施)昭48. 4.12

失業保険課

4958 15
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業保険法施行令の一部改正等について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.12
(施)昭48. 4.12

失業保険課

4958 16
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業保険の給付日数の延長に関する特別措置を決
定する告示の制定及び労働大臣が指定する地域を
定める告示の一部改正について

昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.12
(施)昭48. 4.12

失業保険課

4958 17
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

就職支度金の支給要否に係る疑義について 昭和４８年度
(起)昭48. 4.17
(決)昭48. 4.24
(施)昭48. 4.24

失業保険課

4958 18
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

就職支度金の支給に当っての循環的解雇者につい
て

昭和４８年度 (収)昭48. 4.18 失業保険課

4958 19
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

国民の祝日に関する法律の改正に伴う日雇失業保
険に係る準備事務について

昭和４８年度
(起)昭48. 4.23
(決)昭48. 4.25
(施)昭48. 4.25

失業保険課

4958 20
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

福祉施設給付金支給要領の改正について 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 2
(決)昭48. 5. 9
(施)昭48. 5. 9

失業保険課

4958 21
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

昭和48年度季節的受給者調査の実施について 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5. 9
(施)昭48. 5. 9

失業保険課

4958 22
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業保険法施行規則の一部改正等について 昭和４８年度
(起)昭48. 5. 7
(決)昭48. 5.10
(施)昭48. 5.10

失業保険課

4958 23
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

離農転職者に対する移転費及び移転資金の支給に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 5.22
(決)昭48. 5.28
(施)昭48. 5.28

失業保険課

4958 24
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業保険の給付に関する疑義解釈集等の収集につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48. 5.29
(決)昭48. 5.29
(施)昭48. 5.29

失業保険課

4958 25
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

「失業保険金受給資格者の心得」の送付について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 5
(決)昭48. 6. 6
(施)昭48. 6. 7

失業保険課

4958 26
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業保険給付等の口座振込制度について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.23
(決)昭48. 5.31
(施)昭48. 5.31

失業保険課

4958 27
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業保険給付等の口座振込制度について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.15
(決)昭48. 6.20
(施)昭48. 6.21

失業保険課

4958 28
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

若年失業保険金受給者職業講習制度の実施につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 6.22
(決)昭48. 6.22
(施)昭48. 6.22

失業保険課

4958 29
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

若年失業保険金受給者職業講習制度の実施に伴う
留意事項について

昭和４８年度
(起)昭48. 6.22
(決)昭48. 6.22
(施)昭48. 6.22

失業保険課
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4958 30
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業保険関係課長会議の開催について 昭和４８年度
(起)昭48. 5.14
(決)昭48. 6.12
(施)昭48. 6.13

失業保険課

4958 31
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

昭和47年度失業保険業務概況（給付関係）の送付
について

昭和４８年度
(起)昭48. 6.26
(施)昭48. 6.27

失業保険課

4958 32
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

失業保険審査担当者会議の開催について 昭和４８年度
(起)昭48. 6. 7
(決)昭48. 6.12
(施)昭48. 6.13

失業保険課

4958 33
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

日雇失業保険金の受給者数について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.18
(決)昭48. 6.18
(施)昭48. 6.18

失業保険課

4958 34
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

日雇失業保険の受給者数について（調査） 昭和４８年度 (起)昭48. 6.18 失業保険課

4958 35
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

日雇失業保険金の受給者数について 昭和４８年度
(起)昭48. 7. 7
(決)昭48. 7.12
(施)昭48. 7.12

失業保険課

4958 36
昭和48年失業保険等給付関係例規
（１～６月）

日雇失業保険金の受給者数について 昭和４８年度
(起)昭48. 6.21
(決)昭48. 6.21
(施)昭48. 6.21

失業保険課

4959 1
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職中に受給資格の決定を受けた者にかかわる疑
義について

昭和４８年度
(起)昭48. 7.31
(決)昭48. 8. 3
(施)昭48. 8. 4

失業保険課

4959 2
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

失業保険法第20条の４の規定に基づく給付日数の
延長に関する特別措置に係る地域に関する報告に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 7
(決)昭48. 8. 8
(施)昭48. 8. 9

失業保険課

4959 3
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

口座振込を実施する公共職業安定所の選定につい
て

昭和４８年度
(起)昭48. 8. 6
(決)昭48. 8. 8
(施)昭48. 8. 9

失業保険課

4959 4
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

失業保険認定業務担当者会議の開催について 昭和４８年度
(起)昭48. 8.27
(決)昭48. 8.30
(施)昭48. 8.31

失業保険課

4959 5
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金に係る不正受給等事例の報告について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.25
(決)昭48. 9.25
(施)昭48. 9.25

失業保険課

4959 6
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金に係る不正受給等事例の報告について 昭和４８年度
(起)昭48.10.11
(決)昭48.10.13
(施)昭48.10.18

失業保険課

4959 7
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

失業保険金額表を定める告示の制定に伴う準備事
務について

昭和４８年度
(起)昭48. 9.21
(決)昭48. 9.21
(施)昭48. 9.22

失業保険課

4959 8
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

失業保険金額表の改定について 昭和４８年度
(起)昭48. 9.28
(施)昭48. 9.28

失業保険課

4959 9
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

移転費不支給通知書の取扱いについて 昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 5
(施)昭48.10. 6

失業保険課

4959 10
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

移転費不支給通知書の作成について 昭和４８年度
(起)昭48. 9. 4
(決)昭48. 9.12

失業保険課

4959 11
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金支給申請書処理簿の送付について 昭和４８年度
(起)昭48. 9. 3
(決)昭48. 9. 5
(施)昭48.10. 2

失業保険課

4959 12
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

失業保険金額表を定める告示の制定等について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 9
(施)昭48.10. 9

失業保険課

4959 13
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金の支給基準に係る業務取扱要領の改正
等について

昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 9
(施)昭48.10. 9

失業保険課
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4959 14
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金の支給基準の改正に伴う事務処理につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48.10. 3
(決)昭48.10. 9
(施)昭48.10. 9

失業保険課

4959 15
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

失業保険金の給付日数の延長に関する特別措置を
決定する告示の制定及び労働大臣が指定する地域
を定める告示の一部改正について

昭和４８年度
(起)昭48.10. 8
(決)昭48.10. 9
(施)昭48.10. 9

失業保険課

4959 16
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

短時間労働者に対する失業保険の適正及び扶養親
族の認定について

昭和４８年度
(起)昭48.10. 8
(決)昭48.10.12
(施)昭48.10.12

失業保険課

4959 17
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

昭和48年度季節的受給者調査調査表の一部改正に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48.10.13
(施)昭48.10.15

失業保険課

4959 18
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金支給申請書の様式の改正について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10.15
(施)昭48.10.15

失業保険課

4959 19
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

失業保険業務並びに機械業務簡素化について 昭和４８年度
(起)昭48.10.19
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.27

失業保険課

4959 20
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金支給基準の改正に伴う事務処理につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.10.26
(決)昭48.10.30
(施)昭48.10.30

失業保険課

4959 21
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４８年度
(起)昭48.10.29
(決)昭48.10.31
(施)昭48.11. 1

失業保険課

4959 22
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

昭和48年度（前期分）失業保険業務取扱状況（給
付関係）の送付について

昭和４８年度
(起)昭48.11.10
(決)昭48.11.10
(施)昭48.11.12

失業保険課

4959 23
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金支給調査書の様式改正について 昭和４８年度
(起)昭48.11.16
(決)昭48.11.17

失業保険課

4959 24
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金支給調査書の様式改正について（管轄
外安定所依頼用）

昭和４８年度
(起)昭48.11.17
(決)昭48.11.19
(施)昭48.11.27

失業保険課

4959 25
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金支給にかかる実態調査表の作成につい
て（自管内就職者用）

昭和４８年度
(起)昭48.11.19
(決)昭48.11.19

失業保険課

4959 26
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

季節的受給者調査結果報告の送付について 昭和４８年度
(起)昭48.11.27
(決)昭48.12. 3
(施)昭48.12. 3

失業保険課

4959 27
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

「失業保険金受給資格者の心得」の印刷発注につ
いて

昭和４８年度 (起)昭48.12. 4 失業保険課

4959 28
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

就職支度金の不正受給等の事例に関する資料の送
付について

昭和４８年度
(起)昭48.12. 5
(決)昭48.12. 7
(施)昭48.12. 7

失業保険課

4959 29
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

外国に移住した後に海外移住事業団のあっせんに
より就職が決定した者に対する就職支度金の支給
について

昭和４８年度
(起)昭48.12. 7
(決)昭48.12.12
(施)昭48.12.13

失業保険課

4959 30
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

労働者災害補償保険法の一部改正に伴う失業保険
法等の一部改正について

昭和４８年度
(起)昭48.12.12
(決)昭48.12.17
(施)昭48.12.17

失業保険課

4959 31
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

全国通年雇用関係事務担当係長会議の開催につい
て

昭和４８年度 (収)昭48.11.24
労働省職業安定
局失業保険課長

4959 32
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

箱根地区ゴルフ場臨時キャディー雇用状況につい
て

昭和４８年度
(起)昭48.12.21
(決)昭48.12.21
(施)昭48.12.22

失業保険課

4959 33
昭和48年失業保険等給付関係例規
（７～12月）

季節移動労働者の移転費の支給について 昭和４８年度
(起)昭48.12.18
(決)昭48.12.20
(施)昭48.12.22

失業保険課
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4960 1 昭和49年失業保険等給付関係例規
会計検査院の実施検査により指摘された事項の措
置について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.23
(決)昭49. 1.25
(施)昭49. 1.25

失業保険課

4960 2 昭和49年失業保険等給付関係例規
若年失業保険金受給者職業講習制度の実施につい
て（伺い）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.29
(決)昭49. 2. 4
(施)昭49. 2. 4

失業保険課

4960 3 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険給付の口座振込について 昭和４８年度
(起)昭49. 2.18
(決)昭49. 2.19
(施)昭49. 2.19

失業保険課

4960 4 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業保険給付の口座振込制度実施に伴う給付会計
機操作担当職員の講習について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.18
(決)昭49. 2.19
(施)昭49. 2.19

失業保険課

4960 5 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業の認定回数が通年４週１回の指定を受けてい
る安定所における受給資格者の就職促進及び給付
の適正化等の状況報告について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.20
(決)昭49. 2.21
(施)昭49. 2.21

失業保険課

4960 6 昭和49年失業保険等給付関係例規
労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 5
(決)昭49. 3. 6
(施)昭49. 3. 7

失業保険課

4960 7 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業の認定回数が通年４週１回の指定を受けてい
る安定所における受給資格者の就職促進及び給付
の適正化等の状況報告について

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 6
(決)昭49. 3. 9
(施)昭49. 3. 9

失業保険課

4960 8 昭和49年失業保険等給付関係例規
建設省建設大学中央訓練所応募者名簿の送付につ
いて

昭和４８年度
(起)昭49. 3. 6
(決)昭49. 3. 9
(施)昭49. 3. 9

失業保険課

4960 9 昭和49年失業保険等給付関係例規 「失業保険金受給資格者の心得」の送付について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.16
(決)昭49. 3.16
(施)昭49. 3.18

失業保険課

4960 10 昭和49年失業保険等給付関係例規 扶養手当の日額等の改正に伴う準備事務について 昭和４８年度
(起)昭49. 3.22
(決)昭49. 3.23
(施)昭49. 3.23

失業保険課

4960 11 昭和49年失業保険等給付関係例規
労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 2
(決)昭49. 4. 8
(施)昭49. 4. 8

失業保険課

4960 12 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険法施行令の一部改正等について 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 4
(決)昭49. 4. 9
(施)昭49. 4. 9

失業保険課

4960 13 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業保険の給付日数の延長に関する特別措置を決
定する告示の制定及び労働大臣が指定する地域を
定める告示の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 6
(決)昭49. 4. 8
(施)昭49. 4. 8

失業保険課

4960 14 昭和49年失業保険等給付関係例規
建設省建設大学中央訓練所応募者名簿の送付につ
いて

昭和４８年度
(起)昭49. 3.28
(決)昭49. 3.28
(施)昭49. 3.28

失業保険課

4960 15 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業保険事務簡素化要領に係るゴム印の配布につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 3
(決)昭49. 4. 4
(施)昭49. 4. 4

失業保険課

4960 16 昭和49年失業保険等給付関係例規 福祉施設給付金支給要領の改正について 昭和４９年度
(起)昭49. 4. 6
(決)昭49. 4.11
(施)昭49. 4.11

失業保険課

4960 17 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険審査担当者会議の開催について 昭和４９年度
(起)昭49. 4.30
(決)昭49. 5. 7
(施)昭49. 5. 7

失業保険課

4960 18 昭和49年失業保険等給付関係例規
昭和48年度失業保険業務取扱状況（給付関係）の
送付について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.21
(決)昭49. 5.22
(施)昭49. 5.22

失業保険課

4960 19 昭和49年失業保険等給付関係例規
建設省建設大学中央訓練所応募者名簿の送付につ
いて

昭和４９年度
(起)昭49. 5.13
(決)昭49. 5.21
(施)昭49. 5.21

失業保険課

4960 20 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険給付等の口座振込制度について 昭和４９年度
(起)昭49. 5.22
(決)昭49. 5.29
(施)昭49. 5.29

失業保険課
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4960 21 昭和49年失業保険等給付関係例規 福祉施設給付金支給要領の配布及び正誤について 昭和４９年度 (収)昭49. 4.26
労働省職業安定
局失業保険課給
付係

4960 22 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険業務取扱状況の正誤について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 1
(決)昭49. 6.10
(施)昭49. 6.10

失業保険課

4960 23 昭和49年失業保険等給付関係例規
労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 5.28
(決)昭49. 6. 3
(施)昭49. 6. 3

失業保険課

4960 24 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険給付等の口座振込制度について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.13
(決)昭49. 6.21
(施)昭49. 6.21

失業保険課

4960 25 昭和49年失業保険等給付関係例規 昭和48年度季節的受給者調査の実施について 昭和４９年度
(起)昭49. 6.24
(決)昭49. 6.24
(施)昭49. 6.24

失業保険課

4960 26 昭和49年失業保険等給付関係例規 台帳記録一覧表について 昭和４９年度
(起)昭49. 7. 9
(決)昭49. 7.10
(施)昭49. 7.10

失業保険課

4960 27 昭和49年失業保険等給付関係例規
地方公共団体の退職職員に対する失業者の退職手
当の支給に関する失業の証明事務を公共職業安定
所において取り扱わせることについて

昭和４９年度
(起)昭49. 7.13
(決)昭49. 7.15
(施)昭49. 7.15

失業保険課

4960 28 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業保険法第20条の４の規定に基づく給付日数の
延長に関する特別措置に係る地域に関する報告に
ついて

昭和４９年度
(起)昭49. 8.15
(決)昭49. 8.16
(施)昭49. 8.16

失業保険課

4960 29 昭和49年失業保険等給付関係例規 一般失業保険受給者の需給状況調査について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.16
(決)昭49. 8.17
(施)昭49. 8.17

失業保険課

4960 30 昭和49年失業保険等給付関係例規 福祉施設給付金支給要領の一部改正について 昭和４９年度
(起)昭49. 8.20
(決)昭49. 8.20
(施)昭49. 8.20

失業保険課

4960 31 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業保険金額表を定める告示の制定に伴なう準備
事務について

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 3
(決)昭49. 9. 4
(施)昭49. 9. 4

失業保険課

4960 32 昭和49年失業保険等給付関係例規 公害健康被害補償法等の施行について 昭和４９年度
(起)昭49. 9. 6
(決)昭49. 9. 7
(施)昭49. 9. 7

失業保険課

4960 33 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業保険金額表を定める告示の制定に伴なう準備
事務について

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 5
(決)昭49. 9. 9
(施)昭49. 9. 9

失業保険課

4960 34 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険金額表の送付について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.24
(決)昭49. 9.25
(施)昭49. 9.25

失業保険課

4960 35 昭和49年失業保険等給付関係例規
労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.24
(決)昭49. 9.26
(施)昭49. 9.26

失業保険課

4960 36 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業保険の給付日数の延長に関する特別措置を決
定する告示の制定及び労働大臣が指定する地域を
定める告示の一部改正について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.26
(決)昭49. 9.28
(施)昭49. 9.28

失業保険課

4960 37 昭和49年失業保険等給付関係例規
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等
に関する省令第74条に規定する公共職業安定所長
が定める率について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.26
(決)昭49. 9.28
(施)昭49. 9.28

失業保険課

4960 38 昭和49年失業保険等給付関係例規
失業保険法施行規則等の一部を改正する省令等の
施行について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.27
(決)昭49. 9.27
(施)昭49. 9.27

失業保険課

4960 39 昭和49年失業保険等給付関係例規 受給資格データの「等級」欄の打鍵について 昭和４９年度
(起)昭49. 9.30
(決)昭49.10. 1
(施)昭49.10. 1

失業保険課

770 ページ



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

4960 40 昭和49年失業保険等給付関係例規
「失業保険法施行規則等の一部を改正する省令等
の施行について」の正誤について

昭和４９年度
(起)昭49.10. 3
(決)昭49.10. 5
(施)昭49.10. 7

失業保険課

4960 41 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険給付の口座振込みについて 昭和４９年度
(起)昭49.10. 2
(決)昭49.10.12
(施)昭49.10.14

失業保険課

4960 42 昭和49年失業保険等給付関係例規 船員失業保険支給状況調査について 昭和４９年度
(起)昭49.10.30
(決)昭49.10.30
(施)昭49.10.30

失業保険課

4960 43 昭和49年失業保険等給付関係例規
季節的受給者（キャディー関係）の失業保険金受
給状況調査について

昭和４９年度
(起)昭49.10.22
(決)昭49.10.22
(施)昭49.10.22

失業保険課

4960 44 昭和49年失業保険等給付関係例規
季節的受給者対策等失業保険業務打合せ会議の開
催報告（復命書）について

昭和４９年度 (起)昭49.11. 7 失業保険課

4960 45 昭和49年失業保険等給付関係例規
季節的受給者（キャディー関係）の失業保険金受
給状況調査について

昭和４９年度
(起)昭49.12. 3
(決)昭49.12. 3
(施)昭49.12. 3

失業保険課

4960 46 昭和49年失業保険等給付関係例規
ゴルフ場関係の季節的受給者対策打合せ会議の開
催について

昭和４９年度
(起)昭49.10.22
(決)昭49.10.23
(施)昭49.10.23

失業保険課

4960 47 昭和49年失業保険等給付関係例規
ゴルフ場関係の季節的受給者対策打合せ会議の開
催について

昭和４９年度
(起)昭49.10.28
(決)昭49.10.28
(施)昭49.10.28

失業保険課

4960 48 昭和49年失業保険等給付関係例規 季節移動労働者の移転費の支給について 昭和４９年度
(起)昭49.11.13
(決)昭49.11.14
(施)昭49.11.14

失業保険課

4960 49 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険金口座振込制度実施計画について 昭和４９年度 (収)昭49.11.27
富士宮公共職業
安定所長

4960 50 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業認定回数減少の臨時措置について 昭和４９年度
(起)昭49.12.11
(決)昭49.12.12
(施)昭49.12.12

失業保険課

4960 51 昭和49年失業保険等給付関係例規
公共職業安定所において行う失業の認定回数減少
の臨時措置について

昭和４９年度
(起)昭49.12.21
(決)昭49.12.21
(施)昭49.12.23

失業保険課

4960 52 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険給付の口座振込みについて 昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1. 6
(施)昭50. 1. 7

失業保険課

4960 53 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業保険給付の口座振込みについて 昭和４９年度
(起)昭49.12.21
(決)昭49.12.24
(施)昭49.12.24

失業保険課

4960 54 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業認定回数減少臨時措置について 昭和４９年度
(起)昭49.12.26
(決)昭49.12.27
(施)昭49.12.27

失業保険課

4960 55 昭和49年失業保険等給付関係例規 失業認定回数減少臨時措置について 昭和４９年度
(起)昭49.12.26
(決)昭49.12.27
(施)昭49.12.28

失業保険課

4961 1
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業近代化資金融通措置要綱の一部改正について 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 5 農政課

4961 2
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

税務署職員等から協力要請があった場合における
制度資金関係資料の取扱について

昭和５９年度 農政課

4961 3
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業信用保証保険法施行令の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 7
(決)昭59. 2.13
(施)昭59. 2.13

農政課

4961 4
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業近代化資金の融通に係る下取りの取扱につい
て

昭和５７年度 (起)昭57.12. 8 農政課

4961 5
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

地域農業再編整備資金制度実施要綱等の制度につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 7
(決)昭56. 9. 7
(施)昭56. 9. 7

農政課
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4961 6
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

養豚に係る計画生産推進体制の整備及び補助事業
等の取扱について

昭和５６年度 (収)昭56. 8.17 農政課

4961 7
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

昭和55年の長期にわたる異常低温による被害農林
漁業者に対するつなぎ融資及び既貸付金の条件緩
和当の依頼について

昭和５５年度 (収)昭55.10. 2 農政課

4961 8
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業近代化資金融通等事務費補付金交付要綱の一
部改正について

昭和４９年度 (収)昭49. 7. 5 金融流通課

4961 9
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業近代化資金融通に関する取扱要領の一部改正
について

昭和４８年度 (収)昭48. 8. 2 金融流通課

4961 10
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の
一部を改正する法律案関係資料

昭和４７年度 農林省

4961 11
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業近代化資金利子補給補助金交付要綱の一部改
正について

昭和４８年度 (収)昭48. 5.25 金融流通課

4961 12
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業近代化資金助成法等の一部改正について 昭和４８年度 (収)昭48. 8. 2 金融流通課

4961 13
農業近代化資金通達集（昭和48年
～59年）

農業近代化資金融通に関する取扱要領の制定につ
いて

昭和４８年度 (収)昭48. 5.25 金融流通課

4962 1
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業近代化資金の取扱に関する疑義について 昭和５８年度
(起)昭58.12.26
(決)昭58.12.27

農政課

4962 2
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

昭和48年11月以降の石油不足に伴なう低温等によ
る農業関係制度資金の既貸付金に係る貸付条件緩
和等に関する取扱要領の制定について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.18
(決)昭49. 1.19
(施)昭49. 1.19

金融流通課

4962 3
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業近代化資金の審査機能の充実について 昭和４９年度
(起)昭49.12. 3
(決)昭49.12.20

金融流通課

4962 4
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業近代化資金の今後の取扱い等について 昭和４９年度
(起)昭49.10.22
(決)昭49.10.22
(施)昭49.10.23

金融流通課

4962 5
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

静岡県農業近代化資金制度運営協議会設置要綱の
制定について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49.10. 1
(決)昭49.10. 5

金融流通課

4962 6
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業経営近代化資金の融資対象事業費増額に係る
取扱について

昭和４８年度
(起)昭48. 9.22
(決)昭48. 9.25
(施)昭48. 9.25

金融流通課

4962 7
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

台風８号及び梅雨前線による大雨災害、被害農業
者の農業関係制度資金の既貸付金に係る貸付条件
の緩和について（伺い）

昭和４９年度
(起)昭49. 8.12
(決)昭49. 8.30

金融流通課

4962 8
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業近代化資金利子補給承認事務の今後の取扱い
について

昭和４９年度 (起)昭49. 6.27 金融流通課

4962 9
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

昭和47年度農業経営近代化資金の当面の取扱いに
ついて

昭和４７年度
(起)昭47. 4. 6
(決)昭47. 4. 8
(施)昭47. 4. 8

金融流通課

4962 10
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

昭和47年度農業経営近代化資金制度の運営につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 9
(決)昭47. 6.19
(施)昭47. 7. 3

金融流通課

4962 11
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

昭和47年度農業経営近代化資金利子補給承認審査
基準について

昭和４６年度
(起)昭47. 3.26
(決)昭47. 3.28

金融流通課

4962 12
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業近代化資金助成法施行令の一部改正等につい
て

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 9
(決)昭47. 6.12
(施)昭47. 6.16

金融流通課
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4962 13
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

昭和46年度農業経営近代化資金制度の運営につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 7. 2
(決)昭46. 7. 7
(施)昭46. 8.14

金融流通課

4962 14
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業近代化資金助成法施行令の一部改正等につい
て

昭和４６年度
(起)昭46. 6. 7
(決)昭46. 6.12
(施)昭46. 6.14

金融流通課

4962 15
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業近代化資金制度の運営について 昭和４６年度 (収)昭46. 5.17
農林省農林経済
局長

4962 16
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

農業近代化資金助成法施行令の一部改正等につい
て（復命書）

昭和４６年度 (起)昭46. 4.21 金融流通課

4962 17
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

昭和46年度農業経営近代化資金の当面の取扱いに
ついて

昭和４６年度
(起)昭46. 4. 3
(決)昭46. 4. 5
(施)昭46. 4. 6

金融流通課

4962 18
農業近代化資金運営取扱関係綴
（昭和46年～58年）

制度資金運営改善についての陳情書 昭和４６年度 (収)昭46.12.23
中部地区制度金
融運営事務研究
会

4963 1
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

市街化区域等に係る農業近代化資金の取扱いにつ
いて

昭和５１年度
(起)昭51.10.21
(決)昭51.11. 8
(施)昭51.11. 8

農政課

4963 2
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

静岡県農業近代化資金融通要綱の一部改正につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 5.14
(決)昭51. 5.28
(施)昭51. 5.28

農政課

4963 3
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業近代化資金の融通の適正化について 昭和５０年度 (起)昭51. 2.26 農政課

4963 4
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

静岡県農業近代化資金融通要綱等の一部改正につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50.11. 4
(決)昭50.12.19
(施)昭50.12.19

農政課

4963 5
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

経営資金特別融資に係る協議について 昭和５０年度
(起)昭50. 9.19
(決)昭50.12.12
(施)昭50.12.13

農政課

4963 6
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

中核農家規模拡大初度的経営資金特別融資措置要
綱の運用について

昭和５０年度 (収)昭50. 5.20
農林省農林経済
局長

4963 7
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業近代化資金融通措置要綱及び農業近代化資金
融通に関する取扱の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.26
(決)昭50. 5.27
(施)昭50. 5.28

農政課

4963 8
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

静岡県農業近代化資金融通事務取扱要領の一部改
正について

昭和５０年度
(起)昭50. 5. 6
(決)昭50. 5.14
(施)昭50. 5.17

農政課

4963 9
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業近代化資金利子補給規程等の一部改正につい
て

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 9
(決)昭50. 1.27
(施)昭50. 2.17

農政課

4963 10
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業近代化資金の金利改定について 昭和４９年度
(起)昭49.11.30
(決)昭49.12. 4

金融流通課

4963 11
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

静岡県農業近代化資金利子補給規程等の一部改正
について

昭和４９年度
(起)昭49. 4. 4
(決)昭49. 4. 4
(施)昭49. 4.10

金融流通課

4963 12
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業近代化資金利子補給規程等の一部改正につい
て（うかがい）

昭和４８年度
(起)昭49. 1.25
(決)昭49. 2.18
(施)昭49. 2.23

金融流通課

4963 13
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

静岡県農業近代化資金利子補給規程等の制定につ
いて

昭和４８年度
(起)昭48.11. 6
(決)昭48.11.12
(施)昭48.11.12

金融流通課

4963 14
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

静岡県農業経営近代化資金利子補給規程等の全面
改正等について

昭和４８年度
(起)昭48. 8.15
(決)昭48.10.16
(施)昭48.10.16

金融流通課
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4963 15
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業経営近代化資金利子補給規程の一部改正につ
いて

昭和４７年度 (決)昭47.12. 5 金融流通課

4963 16
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業経営近代化資金利子補給規程の一部改正につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47.10.11
(決)昭47.11.10

金融流通課

4963 17
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業経営近代化資金利子補給規程の一部改正につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 7.22
(決)昭47. 7.25
(施)昭47. 7.25

金融流通課

4963 18
農業近代化資金利子補給規程綴
（昭和47年～51年）

農業経営近代化資金利子補給規程の一部改正につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 6. 2
(決)昭47. 6. 6
(施)昭47. 6.29

金融流通課

4964 1 熱海駅前市街地改造計画 熱海駅前市街地改造計画 昭和３８年度 計画課

4965 1
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

藤枝　農地開発事業 農業管理課

4965 2
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

大洞山　開墾建設事業 昭和２２年度 農業管理課

4965 3
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

金岡　開墾建設事業 昭和２４年度 農業管理課

4965 4
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

奥野　開拓設事業 昭和２６年度 農業管理課

4965 5
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

富戸　開墾建設事業 昭和２２年度 農業管理課

4965 6
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

天神原　開墾建設事業 昭和２３年度 農業管理課

4965 7
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

田代　開墾建設事業 昭和２６年度 農業管理課

4965 8
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

大幡野　開墾建設事業（開拓道路） 昭和２０年度 農業管理課

4965 9
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

湯船　開拓道路 昭和２５年度 農業管理課

4965 10
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

高原　代行開墾 昭和２７年度 農業管理課

4965 11
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

韮山　農地開発開拓事業 昭和２６年度 農業管理課

4965 12
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

東富士　代行開墾 昭和３０年度 農業管理課

4965 13
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

井川　代行開墾 昭和２１年度 農業管理課

4965 14
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

西天竜　代行開墾 昭和２９年度 農業管理課

4965 15
国営代行開墾建設・開拓・道路・
干拓事業図面

清沢・大川　代行開墾 昭和２１年度 農業管理課

4966 1
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

道路占用並びに土木工事施行許可申請書 昭和３９年度 (起)昭40. 3. 5 土地改良第１課
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4966 2
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内地質調査許可申請書の提出につい
て

昭和３９年度
(起)昭39.10.15
(決)昭39.10.19
(施)昭39.10.19

土地改良第１課

4966 3
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内施設物設置の許可申請書の提出に
ついて

昭和３９年度
(起)昭39. 9.17
(決)昭39. 9.21
(施)昭39. 9.21

土地改良第１課

4966 4
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

国有地の一時使用許可申請について 昭和３９年度
(起)昭39. 9.17
(決)昭39. 9.21
(施)昭39. 9.21

土地改良第１課

4966 5
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

国有財産無償貸付申請書の提出について 昭和３９年度
(起)昭39. 6.29
(決)昭39. 6.30
(施)昭39. 6.30

土地改良第１課

4966 6
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内施設物設置の許可申請書の提出に
ついて

昭和３９年度
(起)昭39. 6.13
(決)昭39. 6.19
(施)昭39. 6.19

土地改良第１課

4966 7
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

水理使用及び河川占用工作物設置の許可申請につ
いて

昭和３９年度
(起)昭39. 6.13
(決)昭39. 6.19
(施)昭39. 6.19

土地改良第１課

4966 8
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

国有地の一時使用許可申請について 昭和３９年度
(起)昭39. 5.21
(決)昭39. 5.23
(施)昭39. 5.23

土地改良第１課

4966 9
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

国有地の一時使用許可申請について 昭和３９年度
(起)昭39. 5.15
(決)昭39. 5.18
(施)昭39. 5.18

土地改良第１課

4966 10
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内施設物設置の許可申請書の提出に
ついて

昭和３９年度
(起)昭39. 5. 6
(決)昭39. 5.11
(施)昭39. 5.11

土地改良第１課

4966 11
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内施設物設置の許可申請書の提出に
ついて

昭和３９年度
(起)昭39. 5. 6
(決)昭39. 5.11
(施)昭39. 5.11

土地改良第１課

4966 12
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内一時使用並びに施設物設置申請に
ついて

昭和３９年度
(起)昭39. 5. 6
(決)昭39. 5.11
(施)昭39. 5.11

土地改良第１課

4966 13
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内一時の農業整備事業に伴う共同使
用土地の取扱いについて

昭和３８年度 (施)昭38. 4.15 土地改良第１課

4966 14
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

開拓財産借受申込について 昭和３８年度
(起)昭39. 1.31
(決)昭39. 1.31
(施)昭39. 1.31

土地改良第１課

4966 15
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内施設物設置許可申請について 昭和３８年度
(起)昭39. 1.18
(決)昭39. 1.20
(施)昭39. 1.20

土地改良第１課

4966 16
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

合衆国軍隊の用に供する国有財産の一部一時使用
について

昭和３８年度 (施)昭38.11.12 土地改良第１課

4966 17
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

合衆国軍隊の用に供する国有財産の一時使用許可
の疑義について

昭和３８年度
(起)昭38.11.17
(決)昭38.11.19
(施)昭38.11.19

土地改良第１課

4966 18
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

国有地の一時使用許可申請について 昭和３８年度
(起)昭38. 6.29
(決)昭38. 7.31
(施)昭38. 7.31

土地改良第１課

4966 19
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

合衆国軍隊の用に供する国有財産の一時使用許可
について

昭和３７年度
(起)昭38. 3. 7
(決)昭38. 3. 9
(施)昭38. 3. 9

土地改良第１課

4966 20
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内の農業整備事業に伴う東富士溜池
用地の転貸借契約について

昭和３８年度 (施)昭39. 1.11 土地改良第１課

4966 21
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

使用貸借契約の締結について 昭和３８年度
(起)昭38.12.24
(決)昭38.12.26
(施)昭38.12.26

土地改良第１課

4966 22
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内の農業整備事業に伴う共同使用土
地の取扱いについて

昭和３８年度
(起)昭38. 7.30
(決)昭38. 8. 3
(施)昭38. 8. 3

土地改良第１課
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4966 23
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内の農業整備事業に伴う共同使用土
地の取扱いについて

昭和３７年度
(起)昭37.10.17
(決)昭37.10.23
(施)昭37.10.23

土地改良第１課

4966 24
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内の農業整備事業に伴う共同使用土
地の取扱いについて

昭和３７年度
(起)昭37. 9.19
(決)昭37. 9.20
(施)昭37. 9.20

土地改良第１課

4966 25
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

合衆国軍隊の用に供する国有財産の一時使用許可
申請書について

昭和３８年度
(起)昭38.12.16
(決)昭38.12.16
(施)昭38.12.16

土地改良第１課

4966 26
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

道路占用許可申請について 昭和３７年度
(起)昭38. 3.11
(決)昭38. 3.14
(施)昭38. 3.14

土地改良第１課

4966 27
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

道路占用許可申請について 昭和３７年度
(起)昭38. 3. 8
(決)昭38. 3. 9
(施)昭38. 3.14

土地改良第１課

4966 28
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

国有財産無償貸付変更契約について 昭和３７年度
(起)昭38. 2.27
(決)昭38. 2.28
(施)昭38. 2.28

土地改良第１課

4966 29
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

道路占用継続許可申請について 昭和３７年度
(起)昭38. 2.21
(決)昭38. 2.22
(施)昭38. 2.23

土地改良第１課

4966 30
昭和37年以降土地・道路占用等関
係

東富士演習場内工作物設置による土地使用の承諾
書について

昭和３７年度
(起)昭37.12. 5
(決)昭37.12.20
(施)昭37.12.20

土地改良第１課

4967 1 境界簿　大代国有林（湛水敷） 境界簿　大代国有林（湛水敷） 昭和４２年度
東京営林局掛川
営林署

4968 1
東富士演習場内普通河川の引継等
（沼川・和田川・安田川分）

県営東富士演習場周辺障害防止対策事業により造
成された普通河川の管理施設の引継ぎについて

昭和４４年度 (起)昭44.11. 1 県営事業課

4968 2
東富士演習場内普通河川の引継等
（沼川・和田川・安田川分）

県営東富士周辺障害防止対策事業により造成され
た河川管理施設の引継ぎについて

昭和４４年度
(起)昭44.11.22
(決)昭44.11.25

県営事業課

4969 1
東富士演習場周辺農業整備事業造
成財産維持管理等調査書（沼川・
和田川・安田川分）

東富士演習場周辺農業整備事業造成財産維持管理
等調査書（沼川・和田川・安田川分）

昭和４４年度 農地企画課

4970 1
東富士演習場周辺農業整備事業説
明パンフレット

東富士演習場周辺農業整備事業パンフレット 農
地企画課

昭和４７年度 農地企画課

4971 1 防衛施設庁補助金等関係便覧
（法令編）第一部 防衛施設周辺の生活環境の整
備等に関する法律関係

昭和４９年度
防衛施設庁施設
部

4971 2 防衛施設庁補助金等関係便覧 （法令編）第二部 関係法令 昭和４９年度
防衛施設庁施設
部

4971 3 防衛施設庁補助金等関係便覧
（法令編）第三部 補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律関係

昭和４９年度
防衛施設庁施設
部

4971 4 防衛施設庁補助金等関係便覧
（法令編）第四部 防衛施設庁補助金等交付規則
関係

昭和４９年度
防衛施設庁施設
部

4971 5 防衛施設庁補助金等関係便覧 （訓令編・通達編）訓令編 昭和４９年度
防衛施設庁施設
部

4971 6 防衛施設庁補助金等関係便覧 （訓令編・通達編）通達編 昭和４９年度
防衛施設庁施設
部

4972 1 東富士演習場周辺農業整備事業 東富士演習場内東富士ダムの敷地について 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 1
(決)昭50. 8. 4
(施)昭50. 8. 4

農地企画課
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4972 2 東富士演習場周辺農業整備事業
東富士演習場周辺農業整備事業造成財産の維持管
理について

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 7
(決)昭50. 6.24
(施)昭50. 6.24

農地企画課

4972 3 東富士演習場周辺農業整備事業
東富士演習場周辺農業整備事業造成財産の維持管
理について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 7
(決)昭53.11.11
(施)昭53.11.14

農地企画課

4972 4 東富士演習場周辺農業整備事業
東富士演習場周辺農業整備事業造成財産の維持管
理について

昭和５２年度
(起)昭52. 6. 7
(決)昭52. 6.15
(施)昭52. 6.17

農地企画課

4972 5 東富士演習場周辺農業整備事業
東富士演習場周辺農業整備事業造成財産の維持管
理について

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 1
(決)昭51. 6.29
(施)昭51. 6.29

農地企画課

4973 1
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

用地図面の借用について 昭和５０年度
(起)昭50.10. 2
(決)昭50.10. 3
(施)昭50.10. 3

農地企画課

4973 2
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

三方原用水共有施設管理関係協定の調印について 昭和４６年度
(起)昭46. 9.25
(決)昭46. 9.25

県営事業課

4973 3
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原農業水利事業、静岡県西遠工業用水道
事業および浜松地方上水道事業に関する協定書第
６条の規定に基づく協定の締結について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.13
(決)昭46. 9.16
(施)昭46. 9.16

県営事業課

4973 4
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原農業水利事業、静岡県西遠工業用水道
事業および浜松地方上水道事業に関する協定書第
６条の規定に基づく協定書の細目協定について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.13
(決)昭46. 9.16
(施)昭46. 9.16

県営事業課

4973 5
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原農業水利事業、静岡県西遠工業用水道
事業および浜松地方上水道事業に関する協定書第
６条の規定に基づく協定書の細目協定について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.28
(決)昭46. 7. 3
(施)昭46. 8.16

県営事業課

4973 6
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原農業水利事業、静岡県西遠工業用水道
事業および浜松地方上水道事業により造成された
共有施設の管理委託について

昭和４６年度
(起)昭46.10. 1
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 1

県営事業課

4973 7
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原土地改良事業で造成された土地改良施
設の管理委託について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.13
(決)昭46. 9.30

県営事業課

4973 8
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原土地改良事業で造成された土地改良施
設の管理委託について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.28
(決)昭46. 7. 3
(施)昭46. 8.16

県営事業課

4973 9
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原土地改良事業で造成された土地改良施
設の管理委託について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.13
(決)昭46. 9.16
(施)昭46. 9.16

県営事業課

4973 10
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原土地改良事業で造成された施設の管理
について

昭和４６年度 (起)昭46. 8.23 県営事業課

4973 11
昭和46年以降国営三方原用水施設
管理関係協定集

国営三方原農業水利事業で造成された土地改良財
産（排水路）の管理委託について

昭和４６年度
(起)昭46. 4.10
(決)昭46. 4.12
(施)昭46. 4.12

県営事業課

4974 1 海岸保全区域富士海岸の引継 海岸保全区域富士海岸の堤防等の所属替について 昭和４９年度
(起)昭49. 6. 6
(決)昭49. 6.12
(施)昭49. 6.12

農地管理課

4974 2 海岸保全区域富士海岸の引継 海岸保全区域富士海岸の堤防等の所属替について 昭和４９年度
(起)昭49. 3.18
(決)昭49. 3.27
(施)昭49. 4. 1

農地管理課

4974 3 海岸保全区域富士海岸の引継 海岸保全区域の管理引継書 昭和４９年度 (施)昭49. 4. 1 農地管理課

4975 1 都田川公共補償関係
都田川多目的ダム建設に係る公共補償の実施計画
の確認について（回答）

昭和４９年度
(起)昭49.11.28
(決)昭49.11.30
(施)昭49.11.30

開発防災課
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4976 1
公共補償（学校プール建設費）関
係綴

公共補償（学校プール建設費の一部負担）につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 8.25
(決)昭50. 9. 2
(施)昭50. 9. 2

農地企画課

4976 2
公共補償（学校プール建設費）関
係綴

公共補償契約書の締結について 昭和５０年度 (施)昭50. 9. 2 農地企画課

4976 3
公共補償（学校プール建設費）関
係綴

公共補償（学校プール建設費の一部負担）の実施
について

昭和５０年度
(起)昭50. 6. 3
(決)昭50. 6.26
(施)昭50. 6.26

農地企画課

4977 1 都田川漁業補償額算出書 都田川漁業補償契約書の締結について 昭和５０年度 (起)昭50.11.26 農地企画課

4977 2 都田川漁業補償額算出書 都田川漁業補償にかかる覚書について 昭和５０年度
(起)昭50.11.19
(決)昭50.11.19
(施)昭50.11.19

農地企画課

4977 3 都田川漁業補償額算出書
都田川ダム建設事業に伴う漁業補償の妥結につい
て

昭和５０年度
(起)昭50.11.11
(決)昭50.11.15
(施)昭50.11.17

農地企画課

4978 1
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

国有財産の無償貸付申請について 昭和３７年度
(起)昭37. 6.20
(決)昭37. 6.25
(施)昭37. 6.25

土地改良課

4978 2
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

国有財産無償貸付契約の締結について 昭和３５年度
(起)昭35. 5. 6
(決)昭35. 5.10
(施)昭35. 5.11

土地改良課

4978 3
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

普通財産無償貸付申請について 昭和３４年度 (収)昭35. 3. 7 土地改良課

4978 4
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

国有財産無償貸付申請について 昭和３４年度
(起)昭34.12.26
(決)昭35. 1. 5
(施)昭35. 1. 5

土地改良課

4978 5
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

国有林野貸付承認に伴う請書の提出について 昭和３５年度
(起)昭35. 8.22
(決)昭35. 8.25
(施)昭35. 8.25

土地改良課

4978 6
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

国有林野使用承認申請について（継続） 昭和３４年度
(起)昭35. 3.22
(決)昭35. 3.25
(施)昭35. 3.29

土地改良課

4978 7
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

国有林使用承認申請許可に伴う請書の提出につい
て

昭和３４年度
(起)昭34. 7.23
(決)昭34. 7.24
(施)昭34. 7.24

土地改良課

4978 8
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

国有林使用承認申請（継続）について 昭和３４年度 (施)昭34. 4.27 土地改良課

4978 9
東富士演習場地区国有林貸付申請
承認書

国有林使用承認申請許可に伴う請書の提出につい
て

昭和３２年度
(起)昭33. 3.20
(決)昭33. 3.20
(施)昭33. 3.20

土地改良課

4979 1
東富士補償工事造成財産事務処理
関係

東富士補償工事関係施設の帰属について（回答） 昭和３６年度
(起)昭36. 6.10
(決)昭36. 6.19
(施)昭36. 6.19

土地改良課

4979 2
東富士補償工事造成財産事務処理
関係

東富士補償工事関係施設の帰属について（協議） 昭和３６年度
(起)昭36. 4. 5
(決)昭36. 4.10
(施)昭36. 4.10

土地改良課

4979 3
東富士補償工事造成財産事務処理
関係

東富士演習場地区補償事業によって造成された施
設の他目的使用許可について

昭和３５年度
(起)昭35. 9.22
(決)昭35. 9.27
(施)昭35. 9.27

土地改良課

4979 4
東富士補償工事造成財産事務処理
関係

県有財産所属替についての資料 土地改良課

4979 5
東富士補償工事造成財産事務処理
関係

東富士演習場使用協定書など各種協定書の資料 土地改良課
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4980 1
熱海寮建築（熱海職員住宅設計委
託）関係

昭和51年度地方職員共済組合不動産投資資金によ
る熱海職員住宅建設工事設計委託契約の締結につ
いて（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.17
(決)昭51. 5.17
(施)昭51. 5.17

職員厚生課

4981 1
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和55年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和５５年度 職員厚生課

4981 2
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和54年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和５４年度 職員厚生課

4981 3
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和53年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和５３年度 職員厚生課

4981 4
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和52年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和５２年度 職員厚生課

4981 5
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和51年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和５１年度 職員厚生課

4981 6
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和50年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和５０年度 職員厚生課

4981 7
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和49年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和４９年度 職員厚生課

4981 8
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和48年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和４８年度 職員厚生課

4981 9
新伊豆ホテル：償却資産申告書
（償却資産課税台帳）綴

昭和45年度償却資産申告書（償却資産課税台帳）
綴

昭和４５年度 職員厚生課

4982 1 新伊豆ホテル：施設収入帳 新伊豆ホテル・施設収入帳 昭和５５年度 職員厚生課

4983 1 新伊豆ホテル：損益勘定帳 新伊豆ホテル・損益勘定帳 昭和５５年度 職員厚生課

4984 1 新伊豆ホテル：銀行勘定帳 新伊豆ホテル・銀行勘定帳 昭和５５年度 職員厚生課

4985 1
新伊豆ホテル：特別土地保有税関
係綴

特別土地保有税の申告及びこれにかかる納税義務
の免除認定申請について

昭和５３年度 (起)昭53. 5.30 職員厚生課

4986 1 事業計画書綴（互助会） 互助会事業計画書（職員会館） 昭和５５年度 職員厚生課

4986 2 事業計画書綴（互助会） ひくまの寮事業計画書 昭和５５年度 職員厚生課

4986 3 事業計画書綴（互助会） 食堂事業計画書 昭和５５年度 職員厚生課

4986 4 事業計画書綴（互助会） 互助会事業計画書（職員会館（大森会館）） 昭和５５年度 職員厚生課

4987 1 事業計画書綴（地方共済組合） 宿泊経理 予算総則 昭和５５年度 職員厚生課

4987 2 事業計画書綴（地方共済組合） 宿泊経理（新熱海ホテル）予算総則 昭和５５年度 職員厚生課
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4987 3 事業計画書綴（地方共済組合） 宿泊経理（新伊豆ホテル）予算総則 昭和５５年度 職員厚生課

4987 4 事業計画書綴（地方共済組合） 宿泊経理（浜名荘）予算総則 昭和５５年度 職員厚生課

4987 5 事業計画書綴（地方共済組合） 昭和55年度支部の事業計画及び予算の概要 昭和５５年度 職員厚生課

4987 6 事業計画書綴（地方共済組合）
地方職員共済組合静岡県支部保養所 経費節約実
施要領

昭和５５年度 職員厚生課

4987 7 事業計画書綴（地方共済組合）
宿泊施設における昭和54年度決算見込みの提出に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54.10.29
(決)昭54.10.29

職員厚生課

4988 1 共済施設給与改定関係原稿綴 共済施設給与改定関係原稿綴 昭和５２年度 職員厚生課

4989 1 議会関係綴
昭和55年６月県議会定例会提出議案、議案件名表
について

昭和５５年度 (施)昭55. 5.16 財政課

4989 2 議会関係綴
昭和55年９月県議会定例会提出議案、議案件名表
について

昭和５５年度 (施)昭55. 8.27 財政課

4989 3 議会関係綴
昭和55年11月県議会定例会提出議案、議案件名表
について

昭和５５年度 (施)昭55.10.25 財政課

4989 4 議会関係綴
昭和56年２月県議会定例会提出議案、議案件名表
について

昭和５５年度 (施)昭56. 1.29 財政課

4990 1 最高裁投票結果報告書 投票結果報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

4991 1 最高裁開票結果報告書 最高裁判所裁判官国民審査開票結果報告 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

4992 1
衆議院議員選挙選挙録・最高裁国
民審査審査録

衆議院議員選挙選挙録（第１区） 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

4992 2
衆議院議員選挙選挙録・最高裁国
民審査審査録

衆議院議員選挙選挙録（第２区） 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

4992 3
衆議院議員選挙選挙録・最高裁国
民審査審査録

衆議院議員選挙選挙録（第３区） 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

4992 4
衆議院議員選挙選挙録・最高裁国
民審査審査録

最高裁判所裁判官国民審査分会録 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

4992 5
衆議院議員選挙選挙録・最高裁国
民審査審査録

衆議院議員選挙立候補者被選挙権有無調書 昭和５５年度 (収)昭55. 6.20

4993 1 参議院全国区投票結果報告書 投票結果報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

4994 1 志太郡県議補欠選挙選挙録 志太郡県議補欠選挙選挙録 昭和５５年度 (収)昭55. 7.28

4995 1 志太郡県議補欠選挙候補者届 志太郡県議補欠選挙候補者届 昭和５５年度 (収)昭55. 7.15

4996 1 参議院議員選挙政治活動綴
確認書を交付した政党その他の政治団体について
（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 自治省
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4996 2 参議院議員選挙政治活動綴
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 7 自治省

4996 3 参議院議員選挙政治活動綴
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 5 自治省

4996 4 参議院議員選挙政治活動綴
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.10 自治省

4996 5 参議院議員選挙政治活動綴
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.11 自治省

4996 6 参議院議員選挙政治活動綴
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16 自治省

4997 1
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

出納責任者選任届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 自由民主党

4997 2
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

出納責任者選任届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 自由民主党

4997 3
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

出納責任者選任届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30
マルクス主義労
働者同盟

4997 4
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

出納責任者選任届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 日本社会党

4997 5
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

出納責任者選任届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 日本共産党

4997 6
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

選挙事務所設置届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 自由民主党

4997 7
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

選挙事務所設置届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30
マルクス主義労
働者同盟

4997 8
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

選挙事務所設置届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 自由民主党

4997 9
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

選挙事務所設置届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 日本社会党

4997 10
参議院議員選挙出納責任者・選挙
事務所届

選挙事務所設置届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 日本共産党

4998 1
参議院議員選挙静岡県選出議員選
挙候補者届

参議院静岡県選出議員選挙候補者届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 自由民主党

4998 2
参議院議員選挙静岡県選出議員選
挙候補者届

参議院静岡県選出議員選挙候補者届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 自由民主党

4998 3
参議院議員選挙静岡県選出議員選
挙候補者届

参議院静岡県選出議員選挙候補者届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30
マルクス主義労
働者同盟

4998 4
参議院議員選挙静岡県選出議員選
挙候補者届

参議院静岡県選出議員選挙候補者届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 日本社会党

4998 5
参議院議員選挙静岡県選出議員選
挙候補者届

参議院静岡県選出議員選挙候補者届 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 日本共産党

4999 1
参議院議員選挙地方区投票結果報
告

参議院静岡県選出議員選挙投票結果報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 5.30
県内市町村選挙
管理委員会
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5000 1
参議院議員選挙選挙時登録登録者
関係綴

選挙人名簿の登録及び登録者数の報告について
（伺い）

昭和５５年度 (収)昭55. 5. 7
県選挙管理委員
会

5001 1
参議院議員選挙全国区開票結果報
告書　その１

参議院議員選挙全国区開票結果報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24
県内市町村選挙
管理委員会

5002 1
参議院議員選挙全国区開票結果報
告書　その２

参議院議員選挙全国区開票結果報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

5003 1
参議院議員選挙地方区開票結果報
告書

参議院議員選挙地方区開票結果報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

5004 1
参議院議員選挙地方区選挙録・全
国区選挙分会録

参議院静岡選出議員選挙選挙録 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

5004 2
参議院議員選挙地方区選挙録・全
国区選挙分会録

参議院全国選出議員選挙選挙分会録 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

5004 3
参議院議員選挙地方区選挙録・全
国区選挙分会録

参議院静岡選出議員選挙立候補者被選挙権有無調
書

昭和５５年度 (収)昭55. 6.13

5005 1 衆議院議員選挙投票結果報告書 投票結果報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 6.24

5006 1 衆議院議員選挙政治活動
政治活動用ポスターに貼付する証紙の交付につい
て

昭和５５年度

5006 2 衆議院議員選挙政治活動 政談演説会立札（看板）の表示について 昭和５５年度

5006 3 衆議院議員選挙政治活動
確認書を交付した政党その他の政治団体について
（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 4 自治省選挙部長

5006 4 衆議院議員選挙政治活動
確認書を交付した政党その他の政治団体について
（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 5 自治省選挙部長

5006 5 衆議院議員選挙政治活動
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 3 自治省選挙部長

5006 6 衆議院議員選挙政治活動
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 7 自治省選挙部長

5006 7 衆議院議員選挙政治活動
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.10 自治省選挙部長

5006 8 衆議院議員選挙政治活動
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.14 自治省選挙部長

5006 9 衆議院議員選挙政治活動
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16 自治省選挙部長

5006 10 衆議院議員選挙政治活動 所属党派証明書の発行権者について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.13 自治省選挙部長

5006 11 衆議院議員選挙政治活動
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.20 自治省選挙部長

5007 1
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　静岡市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 2
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　清水市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会
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5007 3
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　島田市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 4
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　焼津市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 5
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　掛川市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 6
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　藤枝市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 7
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　富士川町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 8
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　蒲原町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 9
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　由比町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 10
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　岡部町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 11
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　大井川町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 12
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　御前崎町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 13
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　相良町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 14
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　榛原町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 15
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　吉田町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 16
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　金谷町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 17
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　川根町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 18
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　中川根町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 19
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　本川根町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 20
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　大東町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 21
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　大須賀町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 22
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　浜岡町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5007 23
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　小笠町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会
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5007 24
衆議院議員選挙開票結果報告（１
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　菊川町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 1
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　沼津市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 2
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　熱海市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 3
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　伊東市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 4
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　三島市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 5
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　富士宮市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 6
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　富士市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 7
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　御殿場市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 8
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　下田市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 9
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　裾野市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 10
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　東伊豆町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 11
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　河津町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 12
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　南伊豆町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 13
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　松崎町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 14
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　西伊豆町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 15
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　賀茂村 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 16
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　伊豆長岡町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 17
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　修善寺町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 18
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　戸田村 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 19
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　土肥町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 20
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　函南町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会
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5008 21
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　韮山町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 22
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　大仁町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 23
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　天城湯ヶ島町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 24
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　中伊豆町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 25
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　清水町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 26
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　長泉町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 27
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　小山町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5008 28
衆議院議員選挙開票結果報告（２
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　芝川町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 1
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　浜松市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 2
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　磐田市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 3
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　袋井市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 4
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　天竜市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 5
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　浜北市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 6
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　湖西市 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 7
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　森町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 8
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　春野町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 9
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　浅羽町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 10
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　福田町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 11
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　竜洋町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 12
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　豊田町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 13
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　豊岡村 昭和５５年度
県選挙管理委員
会
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5009 14
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　龍山村 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 15
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　佐久間町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 16
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　水窪町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 17
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　可美村 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 18
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　舞阪町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 19
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　新居町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 20
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　雄踏町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 21
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　細江町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 22
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　引佐町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5009 23
衆議院議員選挙開票結果報告（３
区）

衆議院議員選挙開票結果報告　三ケ日町 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5010 1 衆議院議員選挙候補者届（１区）
静岡県第１区衆議院議員選挙候補者（立候補届出
関係）等

昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5011 1 衆議院議員選挙候補者届（２区）
静岡県第２区衆議院議員選挙候補者（立候補届出
関係）等

昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5012 1 衆議院議員選挙候補者届（３区）
静岡県第３区衆議院議員選挙候補者（立候補届出
関係）等

昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5013 1 衆参議院議員選挙確定報告書
衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙結果報
告書　昭和55年６月22日執行

昭和５５年度 (収)昭55. 6.19
県選挙管理委員
会

5013 2 衆参議院議員選挙確定報告書
最高裁判所裁判官国民審査結果報告書　昭和55年
６月22日執行

昭和５５年度 (収)昭55. 6.19
県選挙管理委員
会

5013 3 衆参議院議員選挙確定報告書
衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙並びに
最高裁判所裁判官国民審査結果報告書の提出につ
いて

昭和５５年度 (起)昭55. 7. 2
県選挙管理委員
会

5014 1 衆参議院議員選挙自治省報告 参議院全国選出議員選挙候補者別得票数 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5014 2 衆参議院議員選挙自治省報告 衆議院議員選挙候補者別得票結果（１～３区） 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5014 3 衆参議院議員選挙自治省報告 衆議院議員選挙候補者別得票結果（地方区） 昭和５５年度
県選挙管理委員
会

5014 4 衆参議院議員選挙自治省報告 選挙関係の各種速報資料 昭和５５年度
県選挙管理委員
会
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5015 1 起債事業執行状況等報告書綴 起債事業執行状況一覧表

5015 2 起債事業執行状況等報告書綴
昭和55年度起債事業執行状況等調べについて（伺
い）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

市町村課

5016 1 54新広域市町村圏計画 広域市町村圏計画案の協議について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.27

地域振興課

5016 2 54新広域市町村圏計画
広域市町村圏計画の基本計画及び実施計画の変更
の協議について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.27
(施)昭55. 3.27

地域振興課

5016 3 54新広域市町村圏計画 うかがい 昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 2.22
(施)昭55. 2.22

地域振興課

5016 4 54新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画にもり込む広域事業について 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 8
(決)昭55. 2.12
(施)昭55. 2.12

地域振興課

5016 5 54新広域市町村圏計画
昭和55年度新広域市町村圏計画策定圏域について
（報告）

昭和５４年度 (起)昭55. 2. 1 地域振興課

5016 6 54新広域市町村圏計画
昭和55年度新広域市町村圏計画の策定について
（依頼）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 1.29
(施)昭55. 1.29

地域振興課

5016 7 54新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画策定状況について 昭和５４年度 (起)昭54.12.24 地域振興課

5016 8 54新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画策定の進行状況等調について 昭和５４年度
(起)昭54.12. 5
(決)昭54.12. 6
(施)昭54.12. 6

地域振興課

5016 9 54新広域市町村圏計画
昭和55年度広域市町村圏実施計画の策定（ローリ
ング）について

昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.12
(施)昭54.12.13

地域振興課

5016 10 54新広域市町村圏計画
昭和54年度新広域市町村圏計画策定費補助金の内
示について（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54.11.13
(決)昭54.11.14
(施)昭54.11.15

地域振興課

5016 11 54新広域市町村圏計画
新広域市町村圏計画推進連絡会議設置要綱の一部
改正について（通知）

昭和５４年度 (起)昭54. 8. 6 地域振興課

5016 12 54新広域市町村圏計画
新広域市町村圏計画推進連絡会議設置要綱の一部
改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 4
(決)昭54. 8. 6
(施)昭54. 8. 6

地域振興課

5016 13 54新広域市町村圏計画
広域市町村圏計画における事業費及び事業の執行
状況等について（回答）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 4
(決)昭54. 8. 6
(施)昭54. 8. 6

地域振興課

5016 14 54新広域市町村圏計画
広域市町村圏計画における事業費及び事業の執行
状況等について（照会）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 7. 2
(施)昭54. 7. 2

地域振興課

5016 15 54新広域市町村圏計画
新広域市町村圏計画策定に係る担当者会議の開催
について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.25
(決)昭54. 7.26

地域振興課

5016 16 54新広域市町村圏計画 「モデル定住圏計画」に関する説明会会議次第 昭和５４年度

5016 17 54新広域市町村圏計画 復命書（広域市町村圏ブロック会議出席） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.14 地域振興課

5016 18 54新広域市町村圏計画
広域市町村圏ブロック会議の出席者について（報
告）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 5
(決)昭54. 6. 6
(施)昭54. 6. 6

地域振興課

5016 19 54新広域市町村圏計画 広域市町村圏ブロック会議について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.28
(決)昭54. 5.29
(施)昭54. 5.29

地域振興課
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5016 20 54新広域市町村圏計画 広域市町村圏ブロック会議について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.21
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.22

地域振興課

5016 21 54新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画の打合せ会について 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 2
(決)昭54. 6. 5
(施)昭54. 6. 5

地域振興課

5016 22 54新広域市町村圏計画 広域市町村圏ブロック会議について（報告） 昭和５４年度
(起)昭54. 5.30
(決)昭54. 5.30
(施)昭54. 5.30

地域振興課

5016 23 54新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画策定要綱の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.10
(決)昭54. 5.11
(施)昭54. 5.11

地域振興課

5016 24 54新広域市町村圏計画
新広域市町村圏計画策定圏域の取りまとめについ
て（回答）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.26
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

地域振興課

5017 1 55新広域市町村圏計画素案
新広域市町村圏計画に係る協議に対する回答につ
いて

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 6

地域振興課

5017 2 55新広域市町村圏計画素案 新広域市町村圏計画推進連絡会議の開催について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.27 地域振興課

5017 3 55新広域市町村圏計画素案
新広域市町村圏計画についての協議に対する回答
について（照会）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.27 地域振興課

5017 4 55新広域市町村圏計画素案 新広域市町村圏計画の素案について（照会） 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 2
(施)昭56. 2. 2

地域振興課

5018 1 新広域市町村圏計画 田園都市中核施設の要望事業等について（報告） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.11
(施)昭56. 3.12

地域振興課

5018 2 新広域市町村圏計画
昭和56年度における広域市町村圏についての国の
施策について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.14
(施)昭56. 2.16

地域振興課

5018 3 新広域市町村圏計画
広域市町村圏に対する単独の財政援助措置につい
て（照会）

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 2
徳島県総務部地
方課

5018 4 新広域市町村圏計画
広域市町村圏に対する単独の財政援助措置につい
て（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.19
(決)昭55. 8.19
(施)昭55. 8.20

地域振興課

5018 5 新広域市町村圏計画
広域市町村圏に対する単独の財政援助措置につい
て（照会）

昭和５５年度 (収)昭55. 8.16
青森県総務部地
方課

5018 6 新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画策定検討会の開催について 昭和５５年度 (起)昭55. 8. 8 地域振興課

5018 7 新広域市町村圏計画 資料のご恵贈について（お願い） 昭和５５年度 (収)昭55. 6.30
日本都市企画会
議

5018 8 新広域市町村圏計画
広域市町村圏関東ブロック会議の日程等について
（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 4
自治省行政局振
興課

5018 9 新広域市町村圏計画
広域市町村圏要覧等の購入申込み部数について
（事務連絡）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.11
(決)昭55. 7.11
(施)昭55. 7.12

地域振興課

5018 10 新広域市町村圏計画 広域市町村圏要覧等の購入申込みについて 昭和５５年度 (起)昭55. 6.30 地域振興課

5018 11 新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画の送付について（事務連絡） 昭和５５年度 (起)昭55. 6.27 地域振興課

5018 12 新広域市町村圏計画 新広域市町村圏ブロック会議の開催について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.18 地域振興課
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5018 13 新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画策定打合せ会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 9
(決)昭55. 6.11
(施)昭55. 6.16

地域振興課

5018 14 新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画策定打合せ会について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.15 地域振興課

5018 15 新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画策定打合せ会について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.15 地域振興課

5019 1 新広域市町村圏計画見直し 広域市町村圏計画案の協議について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

地域振興課

5019 2 新広域市町村圏計画見直し
新広域市町村圏計画の見直しに係る協議に対する
回答について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.23
(施)昭56. 3.23

地域振興課

5019 3 新広域市町村圏計画見直し
新広域市町村圏計画の見直しについての協議に対
する回答について（照会）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.18
(決)昭56. 3.18
(施)昭56. 3.18

地域振興課

5020 1 新広域市町村圏計画実施計画 新広域市町村圏計画実施計画 昭和５３年度 (収)昭54. 3.  
県内広域市町村
圏協議会・事務
組合

5021 1 町村選挙報告 当選証書附与報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 4.28
県内町村選挙管
理委員会

5022 1 市選挙速報 当選証書附与報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 4.28
県内市選挙管理
委員会

5022 2 市選挙速報 投・開票事務監視辞令の交付について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.21
(決)昭56. 7.21
(施)昭56. 7.23

県選挙管理委員
会

5023 1 昭和51～52年自衛隊災害派遣
昭和52年度静岡県出身及び県内陸上自衛隊殉職者
追悼式に伴う弔電について

昭和５２年度 (起)昭52.10.14 消防防災課

5023 2 昭和51～52年自衛隊災害派遣
昭和51年度静岡県出身及び県内陸上自衛隊殉職者
追悼式に伴う弔電について

昭和５１年度
(起)昭51.10.15
(施)昭51.10.16

消防防災課

5023 3 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和５１年度
(起)昭51.10.10
(決)昭51.10.10
(施)昭51.10.10

消防防災課

5023 4 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣要請について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 9
(決)昭51.10. 9
(施)昭51.10. 9

消防防災課

5023 5 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣要請について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.10
(決)昭51. 9.10
(施)昭51. 9.10

消防防災課

5023 6 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣について 昭和５１年度
(起)昭51. 8. 8
(決)昭51. 8. 8
(施)昭51. 8. 8

消防防災課

5023 7 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣要請について 昭和５１年度
(起)昭51. 8. 1
(決)昭51. 8. 1
(施)昭51. 8. 1

消防防災課

5023 8 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣要請について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.12
(施)昭51. 7.12

消防防災課

5023 9 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣要請について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(施)昭51. 7.13

消防防災課

5023 10 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣要請について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(施)昭51. 7.13

消防防災課
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5023 11 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.16
(施)昭51. 7.16

消防防災課

5023 12 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣の撤収について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.17
(施)昭51. 7.17

消防防災課

5023 13 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.15
(決)昭51. 7.15
(施)昭51. 7.15

消防防災課

5023 14 昭和51～52年自衛隊災害派遣 航空機登場許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.15
(施)昭51. 7.16

消防防災課

5023 15 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.12
(決)昭51. 7.14
(施)昭51. 7.14

消防防災課

5023 16 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(決)昭51. 7.14
(施)昭51. 7.14

消防防災課

5023 17 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.14
(決)昭51. 7.14
(施)昭51. 7.14

消防防災課

5023 18 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣事務打合せ会の開催について 昭和５１年度 (施)昭51. 5.12 消防防災課

5023 19 昭和51～52年自衛隊災害派遣
陸上自衛隊板妻駐屯地創立14周年記念式典知事祝
辞について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 5.14 消防防災課

5023 20 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.17
(決)昭51. 5.17
(施)昭51. 5.17

消防防災課

5023 21 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.14
(決)昭51. 5.15
(施)昭51. 5.17

消防防災課

5023 22 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.13
(決)昭51. 5.14
(施)昭51. 5.14

消防防災課

5023 23 昭和51～52年自衛隊災害派遣
陸上自衛隊練馬駐屯地創立25周年記念式典知事祝
辞について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.12
(決)昭51. 5.12
(施)昭51. 5.13

消防防災課

5023 24 昭和51～52年自衛隊災害派遣 自衛隊災害派遣事務打合せ会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 7
(決)昭51. 5.10
(施)昭51. 5.12

消防防災課

5023 25 昭和51～52年自衛隊災害派遣
富士山雪崩による危険地域の空中写真撮影につい
て（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 2
(決)昭51. 4. 2
(施)昭51. 4. 2

消防防災課

5024 1
陸上自衛隊災害現地研究（52.
２）

防災関係資料 昭和５１年度 (施)昭51. 5.28
第３４普通科連
隊

5024 2
陸上自衛隊災害現地研究（52.
２）

陸上自衛隊災害派遣訓練の実施について 昭和５１年度
(起)昭51.12.25
(決)昭51.12.25
(施)昭51.12.27

消防防災課

5024 3
陸上自衛隊災害現地研究（52.
２）

陸上自衛隊災害派遣訓練実施に伴う協力方につい
て

昭和５１年度 (起)昭52. 1.  消防防災課

5024 4
陸上自衛隊災害現地研究（52.
２）

駐車場の使用許可について 昭和５１年度 (起)昭52. 1.22 消防防災課

5024 5
陸上自衛隊災害現地研究（52.
２）

災害現地研究記事（静岡地区） 昭和５１年度 第１師団司令部

5025 1
陸上自衛隊災害現地研究（52.
５）

東海地区現地研究（第１師団） 昭和５２年度 消防防災課
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5026 1 消防施設等整備計画 消防施設等整備計画 昭和５２年度
(起)昭52. 4.21
(決)昭52. 4.21
(施)昭52. 4.21

消防防災課

5027 1
高速自動車国道等に関する救急業
務実態調査

高速自動車国道等に関する救急業務実態調査につ
いて

昭和５１年度
(起)昭52. 3.29
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 3.29

消防防災課

5027 2
高速自動車国道等に関する救急業
務実態調査

高速自動車国道等に関する救急業務実態調査につ
いて

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 1
(決)昭52. 3. 7
(施)昭52. 3. 7

消防防災課

5028 1 消防防災現況調査・集計表 昭和55年度消防防災現況調査集計表 昭和５５年度 消防防災課

5029 1 消防防災現況調査・組合個表
「昭和55年消防防災現況調査」の都道府県分原票
及び市町村・一部事務組合分原票25表・26表・27
表の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.28
(決)昭55. 6.28

消防防災課

5030 1 消防職員勤務条件実態調査 消防職員勤の勤務条件実態調査について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.22
(決)昭55. 9.22

消防防災課

5031 1
大震火災対策施設整備費補助金事
業実績報告書（焼津市）

実績報告書（焼津市） 昭和５６年度 消防防災課

5032 1
大震火災対策施設整備費補助金事
業実績報告書（伊東市）

実績報告書（伊東市） 昭和５５年度 消防防災課

5033 1 県議会資料 県議会資料 昭和５５年度 消防防災課

5034 1
原子力災害用防災資機材整備費補
助事業実績報告書（その１）

実績報告書（浜岡町） 昭和５５年度 消防防災課

5035 1
原子力災害用防災資機材整備費補
助事業実績報告書（その２）

実績報告書（浜岡町） 昭和５５年度 消防防災課

5036 1 高速道路火災月報 高速道路火災月報 昭和５５年度

5037 1 高速道路救急月報 高速道路救急月報 昭和５５年度

5038 1 救急月報 救急月報 昭和５５年度

5039 1 ベビーホテルの実態調査 ベビーホテルの一斉点検結果について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.13
(決)昭56. 6.16
(施)昭56. 6.16

消防防災課

5039 2 ベビーホテルの実態調査 ベビーホテル点検表の送付について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.21 消防防災課

5039 3 ベビーホテルの実態調査
ベビーホテルの一斉点検の実施に対する協力につ
いて（通知）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.27 消防防災課

5040 1 旅館・ホテル等の一斉点検
旅館・ホテル等の防火管理体制及び消防用設備等
の維持管理等の指導状況に関する調査報告につい
て（報告）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

消防防災課

5040 2 旅館・ホテル等の一斉点検
旅館・ホテル等の防火管理体制及び消防用設備等
の維持管理等の指導状況に関する調査報告につい
て（依頼）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.17 消防防災課

5040 3 旅館・ホテル等の一斉点検
旅館ホテル等の一斉点検の実施結果及び今後の防
火安全指導の徹底について（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭56. 1.26 消防防災課
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5040 4 旅館・ホテル等の一斉点検
旅館・ホテル等の一斉点検の実施結果について
（報告）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1. 9
(施)昭56. 1.10

消防防災課

5040 5 旅館・ホテル等の一斉点検
旅館・ホテル等の一斉点検の実施結果の報告につ
いて（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.11.26
(施)昭55.11.26

消防防災課

5040 6 旅館・ホテル等の一斉点検 旅館・ホテル等の火災予防について 昭和５５年度 (起)昭55.11.21 消防防災課

5040 7 旅館・ホテル等の一斉点検 旅館・ホテル等の査察の強化について（通知） 昭和５５年度 (起)昭55.11.21 消防防災課

5041 1 地下街の一斉点検
地下街等の一斉点検の実施結果及び今後の防災対
策について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55.10.28
(決)昭55.11.14
(施)昭55.11.14

消防防災課

5041 2 地下街の一斉点検 地下街等の一斉点検の結果について（報告） 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 9 消防防災課

5041 3 地下街の一斉点検 地下街等の一斉点検の実施について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.22
(決)昭55. 8.23

消防防災課

5042 1 防火対象物の地階の一斉点検
防火対象物の地階の一斉点検及びその結果につい
て

昭和５５年度 (起)昭56. 1.10 消防防災課

5042 2 防火対象物の地階の一斉点検
防火対象物の地階の一斉点検及びその結果の報告
について（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(施)昭55.10. 8

消防防災課

5043 1 県下の渇水対策 異常気象による被害想定と対策について 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 3 企画調査課

5044 1 巴川総合治水対策協議会
巴川流域総合治水対策協議会作業部会の開催につ
いて

昭和５６年度 (収)昭56.12. 4 河川課

5044 2 巴川総合治水対策協議会 復命書 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 7
資源エネルギー
課

5044 3 巴川総合治水対策協議会 復命書（巴川流域総合治水対策協議会幹事会） 昭和５６年度 (起)昭56. 6.23
資源エネルギー
課

5044 4 巴川総合治水対策協議会 復命書（巴川流域総合治水対策協議会幹事会） 昭和５５年度 (起)昭55.12.18
資源エネルギー
課

5044 5 巴川総合治水対策協議会 巴川流域整備計画（ダイジェスト版） 昭和５５年度 (収)昭55.12.18
巴川流域総合治
水対策協議会

5044 6 巴川総合治水対策協議会 巴川流域整備計画（ダイジェスト版） 昭和５５年度 (収)昭55. 9.10
巴川流域総合治
水対策協議会

5044 7 巴川総合治水対策協議会 巴川流域浸水予想区域図
巴川流域総合治
水対策協議会準
備会

5044 8 巴川総合治水対策協議会
巴川流域総合治水対策協議会幹事会の幹事の委嘱
について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.19

5044 9 巴川総合治水対策協議会 復命書（巴川流域総合治水対策協議会準備会） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.11
資源エネルギー
課

5044 10 巴川総合治水対策協議会
復命書（巴川流域総合治水対策協議会準備会幹事
会）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.23
資源エネルギー
課
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5044 11 巴川総合治水対策協議会
復命書（巴川流域総合治水対策協議会準備会作業
部会）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.14
資源エネルギー
課

5045 1 静清地区公害防止計画 静岡清水地域公害防止計画 昭和５５年度

5046 1
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会開催資料
について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 8
(決)昭52. 3. 9

自然保護課

5046 2
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県第４次鳥獣保護事業計画について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.15
(決)昭52. 3.15
(施)昭52. 3.15

自然保護課

5046 3
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の審議結
果について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.14
(施)昭52. 3.14

自然保護課

5046 4
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.25
(決)昭52. 3. 2
(施)昭52. 3. 2

自然保護課

5046 5
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和51年度自然環境保全審議会鳥獣保護部会議事
録について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.14

自然保護課

5046 6
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

自然環境保全審議会に対する諮問について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.25
(決)昭52. 3. 1
(施)昭52. 3. 2

自然保護課

5046 7
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和51年度鳥獣保護区の設定等について 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 9
(決)昭51. 9.10
(施)昭51. 9.10

自然保護課

5046 8
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の審議結
果について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 2
(決)昭51. 9. 9
(施)昭51. 9. 9

自然保護課

5046 9
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

自然環境保全審議会に対する諮問について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 2
(決)昭51. 8. 4
(施)昭51. 8. 4

自然保護課

5046 10
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和51年度自然環境保全審議会鳥獣保護部会議事
録について

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 2
(決)昭51. 9. 8

自然保護課

5046 11
51自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 2
(決)昭51. 8. 6
(施)昭51. 8. 6

自然保護課

5047 1
52自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和52年度鳥獣保護区の設定等について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.31
(決)昭52. 9. 1
(施)昭52. 9. 1

自然保護課

5047 2
52自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の審議結
果について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.26
(決)昭52. 8.30
(施)昭52. 8.30

自然保護課

5047 3
52自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和52年度自然環境保全審議会鳥獣保護部会議事
録について

昭和５２年度 (起)昭52. 8.26 自然保護課

5047 4
52自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

自然環境保全審議会に対する諮問について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 1
(決)昭52. 8. 2
(施)昭52. 8. 2

自然保護課

5047 5
52自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 2
(決)昭52. 8. 2
(施)昭52. 8. 3

自然保護課

5048 1
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和53年度県自然環境保全審議会鳥獣保護部会審
議事項の答申について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 3.31
(決)昭54. 4. 3
(施)昭54. 4. 3

自然保護課

5048 2
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和53年度自然環境保全審議会鳥獣保護部会審議
結果について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.19
(決)昭54. 3.28
(施)昭54. 3.28

自然保護課

5048 3
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

自然環境保全審議会に対する諮問について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.16
(決)昭54. 2.16
(施)昭54. 2.17

自然保護課
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5048 4
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会資料の送
付について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.13
(決)昭54. 3.19
(施)昭54. 3.19

自然保護課

5048 5
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和53年度静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部
会開催について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8

自然保護課

5048 6
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会開催につ
いて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.17
(決)昭54. 2.17
(施)昭54. 2.19

自然保護課

5048 7
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和53年度自然環境保全審議会鳥獣保護部会審議
経過について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.21
(決)昭53. 9.27

自然保護課

5048 8
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和53年度鳥獣保護区の設定等について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.27
(決)昭53. 9.28
(施)昭53. 9.28

自然保護課

5048 9
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和53年度自然環境保全審議会鳥獣保護部会審議
結果について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.21
(決)昭53. 9.27
(施)昭53. 9.27

自然保護課

5048 10
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

自然環境保全審議会に対する諮問について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.24
(決)昭53. 8.25
(施)昭53. 8.25

自然保護課

5048 11
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和53年度静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部
会の開催について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.12
(決)昭53. 9.13

自然保護課

5048 12
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会開催時間
の変更について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 1
(決)昭53. 9. 4
(施)昭53. 9. 5

自然保護課

5048 13
53自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.25
(決)昭53. 8.25
(施)昭53. 8.28

自然保護課

5049 1
54自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

昭和54年度静岡県自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）の審議経過について（供覧）

昭和５４年度
(起)昭54.10.12
(決)昭54.10.16

自然保護課

5049 2
54自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

鳥獣保護区設定の答申について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.20
(決)昭54. 9.20
(施)昭54. 9.20

自然保護課

5049 3
54自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（伺）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.20
(決)昭54. 9.20
(施)昭54. 9.20

自然保護課

5049 4
54自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

自然環境保全審議会に対する諮問について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.13
(決)昭54. 9.13
(施)昭54. 9.20

自然保護課

5049 5
54自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会開催資料
について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.14
(決)昭54. 9.19

自然保護課

5050 1
55自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

鳥獣保護区設定の答申について（伺い） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.18 自然保護課

5050 2
55自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会開催資料
について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 9
(決)昭55. 9.12

自然保護課

5050 3
55自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会資料につ
いて（送付）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 2
(決)昭55. 9. 2
(施)昭55. 9. 2

自然保護課

5050 4
55自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 8.20
(決)昭55. 8.21
(施)昭55. 8.21

自然保護課

5050 5
55自然環境保全審議会（鳥獣保護
部会）

自然環境保全審議会に対する諮問について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.18
(決)昭55. 8.20
(施)昭55. 8.21

自然保護課

5051 1 国立国定公園植物改定調査関係綴
高山植物その他これに類する植物の指定の変更に
ついて

昭和５５年度 (収)昭56. 1.29
環境庁自然保護
局保護管理課長
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5051 2 国立国定公園植物改定調査関係綴
国立・国定公園特別地域内指定植物の改定につい
て

昭和５４年度 (収)昭54.12.26
環境庁自然保護
局保護管理課

5051 3 国立国定公園植物改定調査関係綴 国立公園内指定植物改定調査について 昭和５３年度 (収)昭54. 2.26
富士箱根伊豆国
立公園管理事務
所長

5051 4 国立国定公園植物改定調査関係綴 国立国定公園特別地域内指定植物の改定について 昭和５４年度
(起)昭54.10. 8
(決)昭54.10. 8
(施)昭54.10. 8

自然保護課

5051 5 国立国定公園植物改定調査関係綴 国立国定公園特別地域内指定植物の改定について 昭和５４年度
(起)昭54.10.17
(決)昭54.10.17
(施)昭54.10.17

自然保護課

5052 1 51国立公園利用計画等の関係綴
富士箱根伊豆国立公園伊豆団地公園利用計画再検
討素案

昭和５１年度 (起)昭51.12.  自然保護課

5052 2 51国立公園利用計画等の関係綴
富士箱根伊豆国立公園伊豆団地（賀茂地区）公園
利用計画再検討県第１次素案説明要旨

5052 3 51国立公園利用計画等の関係綴
県立自然公園特別地域における各種行為の審査指
針の制定および県立自然公園事務必携の送付につ
いて

昭和５１年度 (起)昭52. 2.22 生活環境部長

5052 4 51国立公園利用計画等の関係綴
富士箱根伊豆国立公園伊豆団地（賀茂地区）公園
利用計画再検討県第１次素案

昭和５１年度 (起)昭52. 2.  自然保護課

5052 5 51国立公園利用計画等の関係綴
国立公園計画再検討にともなう利用計画案の提出
について（依頼）

昭和５０年度 (起)昭51. 2.  自然保護課

5052 6 51国立公園利用計画等の関係綴
富士箱根伊豆国立公園伊豆団地（賀茂地区）利用
計画再検討表

5052 7 51国立公園利用計画等の関係綴
浜名湖県立自然公園再検討事務における市町村原
案作成のための参考資料について

昭和５１年度 (起)昭51. 9. 6 自然保護課

5052 8 51国立公園利用計画等の関係綴
自然公園再検討作業における東京営林局及び所轄
営林署との事前打合事項要旨

自然保護課

5052 9 51国立公園利用計画等の関係綴 浜名湖県立自然公園計画書（粗案） 自然保護課

5052 10 51国立公園利用計画等の関係綴
浜名湖県立自然公園運営協議会幹事会　県自然保
護課説明要旨

昭和５１年度 (起)昭52. 1.24 自然保護課

5052 11 51国立公園利用計画等の関係綴
県立自然公園特別地域内における審査指針につい
て（素案）

昭和５１年度 (起)昭51.12.  自然保護課

5052 12 51国立公園利用計画等の関係綴 天竜奥三河国定公園道路地図の印刷発送について 昭和５１年度 (起)昭52. 1.27 自然保護課

5052 13 51国立公園利用計画等の関係綴 昭和51年度総会の開催について 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 3
静岡県富士山美
化推進協議会長

5052 14 51国立公園利用計画等の関係綴
昭和51年度国立公園清掃活動事業実績報告につい
て

5052 15 51国立公園利用計画等の関係綴 県立公園審査指針作成要領

5052 16 51国立公園利用計画等の関係綴
静岡県県立自然公園内の各種行為許可届出等の取
扱要領

昭和５１年度 (起)昭52. 1.  自然保護課
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5052 17 51国立公園利用計画等の関係綴 県立自然公園特別地域における審査指針について 昭和５１年度 (起)昭52. 1.  自然保護課

5052 18 51国立公園利用計画等の関係綴 国立公園区域の測定について 昭和５１年度 (起)昭51.12. 3 自然保護課

5052 19 51国立公園利用計画等の関係綴
富士箱根伊豆国立公園波勝崎園地事業に関する調
整について

昭和５１年度 (起)昭51.12.15 自然保護課

5053 1
保育所施設整備実績報告書（相良
町）

昭和55年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事
業実績報告について

昭和５５年度 (収)昭56. 3.26 相良町

5054 1
保育所施設整備実績報告書（島田
市）

昭和55年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事
業実績報告について

昭和５５年度 (収)昭56. 3.31 島田市

5055 1
保育所施設整備実績報告書（ふた
ば保育園）

実績報告書 昭和５５年度 (収)昭56. 2.27
社会福祉法人焼
津福祉事業協会

5056 1
保育所施設整備実績報告書（野中
保育園）

実績報告書 昭和５５年度 (収)昭56. 3.30
社会福祉法人柿
ノ木会

5057 1 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.13 磐田学園

5057 2 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和56年３月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５６年度 (収)昭56. 4.10 浜松学園

5057 3 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.11 磐田学園

5057 4 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和56年２月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 3.10 浜松学園

5057 5 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和56年１月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 9 浜松学園

5057 6 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭56. 2. 5 磐田学園

5057 7 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭56. 1.10 磐田学園

5057 8 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年12月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 1. 7 浜松学園

5057 9 磐田学園、浜松学園（月報等） 社会学習の実施について（報告） 昭和５５年度 (収)昭55.12.20 浜松学園

5057 10 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭55.12.10 磐田学園

5057 11 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年10月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55.11. 8 浜松学園

5057 12 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年11月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55.12. 8 浜松学園

5057 13 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和56年度入園児童に関する打合せ会の開催につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55.11.18 浜松学園

5057 14 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭55.11. 8 磐田学園
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5057 15 磐田学園、浜松学園（月報等） 補充実習の実施について 昭和５５年度 (収)昭55.10.30 浜松学園

5057 16 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭55.10. 9 磐田学園

5057 17 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年９月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55.10. 7 浜松学園

5057 18 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年８月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 8 浜松学園

5057 19 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭55. 9. 8 磐田学園

5057 20 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年７月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 8 浜松学園

5057 21 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年６月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 8 浜松学園

5057 22 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年５月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 7 浜松学園

5057 23 磐田学園、浜松学園（月報等）
昭和55年４月分厚生省報告例等月報の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 5.10 浜松学園

5057 24 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭55. 8. 6 磐田学園

5057 25 磐田学園、浜松学園（月報等） 児童福祉法による経費内訳書の送付について 昭和５５年度 (収)昭55. 7. 9 磐田学園

5057 26 磐田学園、浜松学園（月報等） 修学旅行実施報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 6.10 磐田学園

5058 1

様式第１　昭和55年度国民健康保
険事務費負担金及び療養給付費負
担金（補助金）に関する事業実績
報告書

様式１　昭和55年度国民健康保険事務費負担金及
び療養給付費負担金（補助金）に関する事業実績
報告書

昭和５５年度 国民健康保険課

5059 1
様式第２　昭和55年度国民健康保
険助産費補助金交付申請書

様式第２　昭和55年度国民健康保険助産費補助金
交付申請書

昭和５５年度 国民健康保険課

5060 1
様式第３－１　昭和55年度事務費
の支出状況（国民健康保険特別会
計）関係　（その１）

様式第３－１　昭和55年度事務費の支出状況（国
民健康保険特別会計）関係　（その１）

昭和５５年度 国民健康保険課

5061 1
様式第３－１　昭和55年度事務費
の支出状況（国民健康保険特別会
計）関係　（その２）

様式第３－１　昭和55年度事務費の支出状況（国
民健康保険特別会計）関係　（その２）

昭和５５年度 国民健康保険課

5062 1
様式第３－２　昭和55年度事務費
の支出状況（一般会計）関係

様式第３－２　昭和55年度事務費の支出状況（一
般会計）関係

昭和５５年度 国民健康保険課

5063 1
様式第４－１　昭和55年度国民健
康保険助産費補助金に関する事業
実績報告書

様式第４－１　昭和55年度国民健康保険助産費補
助金に関する事業実績報告書

昭和５５年度 国民健康保険課

5064 1
様式第４－１　昭和55年度国民健
康保険事務従事職員数調（その
１）

様式第４－１　昭和55年度国民健康保険事務従事
職員数調（国民健康保険特別会計支弁職員）（そ
の１）

昭和５５年度 国民健康保険課
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5065 1

様式第４－２　昭和55年度国民健
康保険事務従事職員数調（一般会
計支弁職員：兼任率0.5以上の
者）（その１）

様式第４－２　昭和55年度国民健康保険事務従事
職員数調（一般会計支弁職員：兼任率0.5以上の
者）（その１）

昭和５５年度 国民健康保険課

5066 1

様式第４－２の附表　昭和55年度
国民健康保険特別会計から一般会
計支弁職員（兼任率0.5未満の
者）に対して支出した職員手当等
の状況

様式第４－２の附表　昭和55年度国民健康保険特
別会計から一般会計支弁職員（兼任率0.5未満の
者）に対して支出した職員手当等の状況

昭和５５年度 国民健康保険課

5067 1
様式第５　昭和55年度療養給付費
負担金（補助金）対象費用額総括
表

様式第５　昭和55年度療養給付費負担金（補助
金）対象費用額総括表

昭和５５年度 国民健康保険課

5068 1
様式第５　療養給付費負担金（補
助金）対象費用額総括表

様式第５　療養給付費負担金（補助金）対象費用
額総括表

昭和５５年度 国民健康保険課

5069 1
様式第７（市町村用）　昭和55年
度算出表

様式第７（市町村用）　昭和55年度算出表 昭和５５年度 国民健康保険課

5070 1

様式第１～９　昭和55年度国民健
康保険事務費負担金及び療養給付
費負担金（補助金）に関する事業
実績報告書（国保組合分）

様式第１～９　昭和55年度国民健康保険事務費負
担金及び療養給付費負担金（補助金）に関する事
業実績報告書（国保組合分）

昭和５５年度 国民健康保険課

5071 1
様式第１　昭和55年度国民健康保
険調整交付金交付申請書並びに事
業実績報告書

様式第１　昭和55年度国民健康保険調整交付金交
付申請書並びに事業実績報告書

昭和５５年度 国民健康保険課

5072 1
様式第１　昭和55年度国民健康保
険調整交付金交付申請書並びに事
業実績報告書（追加）

様式第１　昭和55年度国民健康保険調整交付金交
付申請書並びに事業実績報告書（追加）

昭和５５年度 国民健康保険課

5073 1

別紙様式第１　昭和55年の一人当
たり基準総所得金額（Ｈ÷Ｂ）が
前年度の該当金額を下回った理由
書

別紙様式第１　昭和55年の一人当たり基準総所得
金額（Ｈ÷Ｂ）が前年度の該当金額を下回った理
由書

昭和５５年度 国民健康保険課

5074 1
様式第２　昭和55年度普通調整交
付金算出基礎表

様式第２　昭和55年度普通調整交付金算出基礎表 昭和５５年度 国民健康保険課

5075 1
様式第２の附表　昭和55年度限度
額超過分基準総所得金額算出表

様式第２の附表　昭和55年度限度額超過分基準総
所得金額算出表

昭和５５年度 国民健康保険課

5076 1
様式第３　昭和55年度保険料軽減
費交付金算出基礎表

様式第３　昭和55年度保険料軽減費交付金算出基
礎表

昭和５５年度 国民健康保険課

5077 1
様式第13　昭和55年度調整交付金
の算出基礎表

様式第13　昭和55年度調整交付金の算出基礎表 昭和５５年度 国民健康保険課

5078 1
様式第13の附表　昭和55年度譲渡
所得金額（特別控除額以下）の内
訳表

様式第13の附表　昭和55年度譲渡所得金額（特別
控除額以下）の内訳表

昭和５５年度 国民健康保険課

5079 1
様式第14　昭和55年度調整交付金
の総括表

様式第14　昭和55年度調整交付金の総括表 昭和５５年度 国民健康保険課

5080 1
様式第15　昭和55年度所得把握調
査表

様式第15　昭和55年度所得把握調査表 昭和５５年度 国民健康保険課
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5081 1
様式第15の附表（１）　昭和55年
度所得推計の内訳表

様式第15の附表（１）　昭和55年度所得推計の内
訳表

昭和５５年度 国民健康保険課

5082 1
様式第15の附表（２）　昭和55年
度所得不明世帯に関する調

様式第15の附表（２）　昭和55年度所得不明世帯
に関する調

昭和５５年度 国民健康保険課

5083 1

様式第16（２）　昭和55年度特別
調整交付金算出基礎表：第16
（２）の附表　昭和55年度特別調
整交付金算出基礎表（附表）：老
人施設入居者療養諸費明細書、療
養諸費用個人別明細書：国民健康
保険税収納状況

様式第16（２）　昭和55年度特別調整交付金算出
基礎表：第16（２）の附表　昭和55年度特別調整
交付金算出基礎表（附表）：老人施設入居者療養
諸費明細書、療養諸費用個人別明細書：国民健康
保険税収納状況

昭和５５年度 国民健康保険課

5084 1

様式第16（４）－２　昭和55年度
特別調整交付金算出基礎表：様式
第16（４）－２レセプト点検等の
効果額調入居者の療養諸費明細
書：国民健康保険税収納状況

様式第16（４）－２　昭和55年度特別調整交付金
算出基礎表：様式第16（４）－２レセプト点検等
の効果額調入居者の療養諸費明細書：国民健康保
険税収納状況

昭和５５年度 国民健康保険課

5085 1 柴田レポート 静岡県　県立病院の経営改善に関する調査報告書 昭和５１年度 医務課

5086 1 昭和51年度県費補助金交付要綱
自治体病院特殊診療部門運営費補助金交付要綱の
制定について

昭和５１年度
(起)昭51.12.15
(決)昭51.12.15

医務課

5086 2 昭和51年度県費補助金交付要綱
歯科医療センター整備費補助金交付要綱の制定に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51.10.28
(決)昭51.10.30

医務課

5086 3 昭和51年度県費補助金交付要綱
僻地医療地域連けい対策費補助金交付要綱の制定
について

昭和５１年度
(起)昭51.11.16
(決)昭51.11.25
(施)昭51.11.25

医務課

5086 4 昭和51年度県費補助金交付要綱
公的病院施設整備費等設備資金利子補給補助金交
付要綱の制定について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 5
(決)昭51. 7.20
(施)昭51. 7.20

医務課

5086 5 昭和51年度県費補助金交付要綱
休日夜間診療所運営費補助金交付要綱の一部改正
について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(決)昭51. 3.19
(施)昭51. 3.19

医務課

5086 6 昭和51年度県費補助金交付要綱 休日夜間診療所運営費補助事業実施要綱について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(決)昭51. 3.15
(施)昭51. 3.15

医務課

5087 1 昭和52年度国庫補助金交付要綱
昭和52年度救急医療関係補助金に係る事業実績報
告書の提出について

昭和５３年度 (収)昭53. 4. 3 厚生省

5087 2 昭和52年度国庫補助金交付要綱 救急医療施設整備費の国庫補助について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.16 厚生省

5087 3 昭和52年度国庫補助金交付要綱 救急医療施設設備整備費の国庫補助について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.16 厚生省

5087 4 昭和52年度国庫補助金交付要綱 救急医療施設運営費等の国庫補助について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.16 厚生省

5087 5 昭和52年度国庫補助金交付要綱 救急医療体制の整備について（通知） 昭和５２年度 (収)昭52. 7.11 厚生省

5087 6 昭和52年度国庫補助金交付要綱 救急医療体制の整備事業について 昭和５２年度 (収)昭52. 7.11 厚生省
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5087 7 昭和52年度国庫補助金交付要綱 救急医療対策費補助金の交付の基準について 昭和５２年度 (収)昭52. 7.11 厚生省

5087 8 昭和52年度国庫補助金交付要綱 公的医療機関施設整備費の国庫補助について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.16 厚生省

5087 9 昭和52年度国庫補助金交付要綱 公的医療機関設備整備費の国庫補助について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.16 厚生省

5087 10 昭和52年度国庫補助金交付要綱
公的病院特殊診療部門運営費補助金の国庫補助に
ついて

昭和５２年度 (収)昭52. 8.24 厚生省

5087 11 昭和52年度国庫補助金交付要綱
自治体病院特殊診療部門運営費補助金の国庫補助
について

昭和５２年度 (収)昭52. 8.24 厚生省

5087 12 昭和52年度国庫補助金交付要綱 へき地医療対策費の国庫補助について 昭和５２年度 (収)昭52. 7.18 厚生省

5087 13 昭和52年度国庫補助金交付要綱 へき地中核病院運営費等の国庫補助について 昭和５２年度 (収)昭53. 2.25 厚生省

5087 14 昭和52年度国庫補助金交付要綱 看護婦養成所運営費等の国庫補助について 昭和５２年度 (収)昭52. 9.22 厚生省

5088 1 昭和55年度国庫補助金交付要綱 医療施設等施設整備費の国庫補助について 昭和５５年度 (収)昭55.11.12 厚生省

5088 2 昭和55年度国庫補助金交付要綱 医療施設等設備整備費の国庫補助について 昭和５５年度 (収)昭55.11.12 厚生省

5088 3 昭和55年度国庫補助金交付要綱 医療対策協議会等の運営事業について 昭和５５年度 (収)昭55.11.15 厚生省

5088 4 昭和55年度国庫補助金交付要綱 地域医療研修センターの整備について（通知） 昭和５５年度 (収)昭55.11.15 厚生省

5088 5 昭和55年度国庫補助金交付要綱 過疎地域等特定診療所の整備事業について 昭和５５年度 (収)昭55.11.12 厚生省

5088 6 昭和55年度国庫補助金交付要綱 腎移植施設の整備事業について 昭和５５年度 (収)昭55.11.12 厚生省

5088 7 昭和55年度国庫補助金交付要綱 へき地医療対策事業について 昭和５５年度 (収)昭55.11.15 厚生省

5088 8 昭和55年度国庫補助金交付要綱 へき地医療対策費の国庫補助について 昭和５５年度 (収)昭55.11.12 厚生省

5088 9 昭和55年度国庫補助金交付要綱
公的病院特殊診療部門運営費補助金の国庫補助に
ついて

昭和５５年度 (収)昭55.10.17 厚生省

5088 10 昭和55年度国庫補助金交付要綱
昭和55年度へき地医療対策費に係る補助基準につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 8.27 厚生省

5088 11 昭和55年度国庫補助金交付要綱 救急医療施設運営費等補助金の国庫補助について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.17 厚生省

5088 12 昭和55年度国庫補助金交付要綱 救急医療対策事業実施要綱の一部改正について 昭和５５年度 (収)昭55. 6. 7 厚生省

5088 13 昭和55年度国庫補助金交付要綱
昭和55年度の特別地方債に係る年金積立合照融資
の取扱いについて

昭和５５年度 (収)昭55. 5. 7 厚生省
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5088 14 昭和55年度国庫補助金交付要綱
医療施設等施設整備費及び医療施設等設備整備費
国庫補助金に係る事業計画について

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 5 厚生省

5089 1 病院整備の考えかた 病院整備の考えかた 昭和５５年度 医務課

5090 1 サッポロビール関係綴 昭和54年度サッポロビール静岡工場関係資料 昭和５４年度 食品衛生課

5091 1 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（３月分） 昭和５６年度 (起)昭56. 4.21 食品衛生課

5091 2 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（２月分） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.18
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.23

食品衛生課

5091 3 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（１月分） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.23
(決)昭56. 2.26
(施)昭56. 2.26

食品衛生課

5091 4 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（12月分） 昭和５５年度
(起)昭56. 1.26
(決)昭56. 1.26

食品衛生課

5091 5 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（11月分） 昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.13

食品衛生課

5091 6 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（10月分） 昭和５５年度
(起)昭55.11.17
(決)昭55.11.18

食品衛生課

5091 7 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（９月分） 昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.17

食品衛生課

5091 8 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（８月分） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.13 食品衛生課

5091 9 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（７月分） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.14
(決)昭55. 8.16

食品衛生課

5091 10 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（６月分） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.23
(決)昭55. 7.26

食品衛生課

5091 11 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（５月分） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 2
(決)昭55. 7. 7

食品衛生課

5091 12 と畜検査病類別統計表綴 と畜検査病類別統計表の送付について（４月分） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.10
(決)昭55. 6.16
(施)昭55. 6.17

食品衛生課

5092 1 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防　昭和56年第１四半期 昭和５５年度

5092 2 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　３月分 昭和５５年度

5092 3 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　２月分 昭和５５年度

5092 4 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　１月分 昭和５５年度

5092 5 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防　昭和55年第４四半期 昭和５５年度

5092 6 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　12月分 昭和５５年度
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5092 7 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　11月分 昭和５５年度

5092 8 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　10月分 昭和５５年度

5092 9 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防　昭和55年第３四半期 昭和５５年度

5092 10 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　９月分 昭和５５年度

5092 11 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　８月分 昭和５５年度

5092 12 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　７月分 昭和５５年度

5092 13 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防　昭和55年第２四半期 昭和５５年度

5092 14 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　６月分 昭和５５年度

5092 15 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　５月分 昭和５５年度

5092 16 狂犬病予防月報綴 狂犬病予防業務成績　４月分 昭和５５年度

5093 1 富士地区公害防止計画
富士地域公害防止計画の改定・延長に係る打合せ
会の開催について

昭和５３年度 (収)昭53. 7. 4 大気保全課

5093 2 富士地区公害防止計画
静岡県富士地域公害防止計画に係る資料の送付に
ついて

昭和５３年度 (収)昭53.11. 7 環境衛生課

5093 3 富士地区公害防止計画 富士地域公害防止計画（素案）等の送付について 昭和５３年度 (収)昭53.10.26 大気保全課

5094 1 海水浴場（環境庁報告） 海水浴場調査結果について 昭和５４年度 (収)昭54. 7.11 水質保全課

5094 2 海水浴場（環境庁報告） 海水浴場測定結果総括表の送付について 昭和５４年度 (収)昭54. 7. 2 環境衛生課

5095 1 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告書について 昭和５３年度 (収)昭54. 1. 7
御殿場保健所衛
生課

5095 2 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告書について 昭和５３年度 (収)昭53.10.31 沼津保険所

5095 3 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告書について（報告） 昭和５３年度 (収)昭53.10.18 三ヶ日保健所

5095 4 浄化槽設置状況
昭和53年上半期し尿浄化槽設置状況報告書につい
て

昭和５３年度 (収)昭53.10.18 榛原保健所

5095 5 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告について 昭和５３年度 (収)昭53.10.27 清水保健所

5095 6 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告書の送付について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 5 松崎保健所
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5095 7 浄化槽設置状況 し尿浄化槽の設置基数の報告について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 3
静岡市清掃部清
掃管理課

5095 8 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告（４～９月） 昭和５３年度 (収)昭53.10. 9 藤枝保健所

5095 9 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告書の提出について 昭和５３年度 (収)昭53.10.23 下田保険所

5095 10 浄化槽設置状況 53年度上半期の報告書の送付について 昭和５３年度 (収)昭54. 2.21
島田保険所衛生
課

5095 11 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告について 昭和５４年度 (収)昭54.10. 4 松崎保健所

5095 12 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況について 昭和５４年度 (収)昭54.10. 8 藤枝保健所

5095 13 浄化槽設置状況 し尿浄化槽の設置基数の報告について 昭和５４年度 (収)昭54.10. 8
静岡市清掃部清
掃管理課

5095 14 浄化槽設置状況
昭和54年度上半期し尿浄化槽設置状況報告書につ
いて

昭和５４年度 (収)昭54.10.11 榛原保健所

5095 15 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告書について 昭和５４年度 (収)昭54.10.12 三ヶ日保健所

5095 16 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況について（報告） 昭和５４年度 (収)昭54.10.22 沼津保険所

5095 17 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況報告の提出について 昭和５４年度 (収)昭54.11. 1 下田保険所

5095 18 浄化槽設置状況 し尿浄化槽設置状況の報告について 昭和５４年度 (収)昭54.11.10 島田保険所

5096 1 昭和52年厚生大臣表彰
昭和52年度環境衛生事業功労者の厚生大臣表彰候
補者の推せんについて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.28
(決)昭52. 6.29
(施)昭52. 6.29

環境衛生課

5096 2 昭和52年厚生大臣表彰
環境衛生事業功労者の厚生大臣表彰候補者の推せ
んについて

昭和５２年度
(起)昭52. 5.13
(決)昭52. 5.16
(施)昭52. 5.16

環境衛生課

5096 3 昭和52年厚生大臣表彰
昭和52年度生活環境改善事業功労者厚生大臣表彰
について

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 1
(決)昭52. 9. 2
(施)昭52. 9. 3

環境衛生課

5096 4 昭和52年厚生大臣表彰
昭和52年度生活環境改善事業功労者の厚生大臣表
彰について

昭和５２年度
(起)昭52.10. 4
(決)昭52.10. 4
(施)昭52.10. 4

環境衛生課

5096 5 昭和52年厚生大臣表彰
昭和52年度環境衛生功労者並びに理容師、美容師
養成功労者に対する厚生大臣表彰について

昭和５２年度 (起)昭52.11. 7 環境衛生課

5096 6 昭和52年厚生大臣表彰
昭和52年度環境衛生功労者並びに理容師、美容師
養成功労者に対する厚生大臣表彰式への出席者に
ついて

昭和５２年度 (起)昭52.11. 7 環境衛生課

5097 1 昭和53年厚生大臣表彰
環境衛生事業功労者の厚生大臣表彰候補者の推せ
んについて（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.21
(決)昭53. 4.24
(施)昭53. 4.25

環境衛生課

5097 2 昭和53年厚生大臣表彰
昭和53年度環境衛生事業功労者の厚生大臣表彰候
補者の推せんについて

昭和５３年度
(起)昭53. 6.28
(決)昭53. 6.29
(施)昭53. 6.29

環境衛生課

803 ページ



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

5097 3 昭和53年厚生大臣表彰
昭和53年度環境衛生改善模範地区及び生活環境改
善事業功労者に対する厚生大臣表彰について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.25
(決)昭53. 8.25

環境衛生課

5097 4 昭和53年厚生大臣表彰
昭和53年度環境衛生功労者並びに理容師、美容師
養成功労者に対する厚生大臣表彰について

昭和５３年度
(起)昭53.10.23
(決)昭53.10.23
(施)昭53.10.23

環境衛生課

5097 5 昭和53年厚生大臣表彰
昭和53年度環境衛生功労者に対する厚生大臣表彰
について

昭和５３年度
(起)昭53.10.17
(決)昭53.10.17
(施)昭53.10.17

環境衛生課

5098 1 昭和55年厚生大臣表彰 厚生大臣表彰候補者の推せんについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 9
(施)昭55. 5. 9

環境衛生課

5098 2 昭和55年厚生大臣表彰
厚生大臣表彰候補者に関する意見の提出について
（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.18
(施)昭55. 6.18

環境衛生課

5098 3 昭和55年厚生大臣表彰
昭和55年度環境衛生事業功労者の厚生大臣表彰候
補者の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.27
(決)昭55. 6.30
(施)昭55. 6.30

環境衛生課

5098 4 昭和55年厚生大臣表彰
昭和55年度環境衛生改善模範地区及び生活環境改
善事業功労者に対する厚生大臣表彰について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 8
(決)昭55.10.13
(施)昭55.10.13

環境衛生課

5098 5 昭和55年厚生大臣表彰 水道関係功労者の厚生大臣表彰について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 9
(決)昭55.10.13
(施)昭55.10.13

環境衛生課

5098 6 昭和55年厚生大臣表彰
昭和55年度環境衛生功労者に対する厚生大臣表彰
の決定について

昭和５５年度
(起)昭55.10.24
(決)昭55.10.24
(施)昭55.10.24

環境衛生課

5098 7 昭和55年厚生大臣表彰
昭和55年度環境衛生改善模範地区及び生活環境改
善事業功労者の厚生大臣表彰について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55.11.15
(決)昭55.11.18
(施)昭55.11.18

環境衛生課

5098 8 昭和55年厚生大臣表彰
環境衛生事業功労者の厚生大臣表彰候補者の推薦
について

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 7
厚生省環境衛生
局

5099 1 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 7.18 知事公室長

5099 2 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の会場変更について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.21 知事公室長

5099 3 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の会場変更について 昭和５５年度 (収)昭55. 7.15 知事公室長

5099 4 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の会場変更について 昭和５５年度 (収)昭55. 7. 7 知事公室長

5099 5 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の会場変更について 昭和５５年度 (収)昭55. 7. 3 知事公室長

5099 6 県民と知事と話し合う会
「県民と知事と話しあう会」にかかる知事手持資
料の補充について

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16 知事公室長

5099 7 県民と知事と話し合う会
「県民と知事と話しあう会」にかかる知事手持資
料の補充について（依頼）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 7 知事公室長

5099 8 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.13 知事公室長

5099 9 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の日程変更について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.19 知事公室長

5099 10 県民と知事と話し合う会
「県民と知事と話しあう会」における知事挨拶要
旨の送付について

昭和５５年度 (収)昭55. 5.17 知事公室長
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5099 11 県民と知事と話し合う会
「県民と知事と話しあう会」にかかる知事手持資
料の補充について（依頼）

昭和５５年度 (収)昭55. 5. 2 知事公室長

5099 12 県民と知事と話し合う会
「県民と知事と話しあう会」にかかる知事手持資
料の補充について（回答）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.20 商工企画課

5099 13 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の日程変更について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.12 知事公室長

5099 14 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 2 知事公室長

5099 15 県民と知事と話し合う会
「県民と知事と話しあう会」にかかる知事手持資
料について

昭和５５年度 (収)昭55. 5. 8 知事公室長

5099 16 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 4. 8 知事公室長

5099 17 県民と知事と話し合う会 「県民と知事と話しあう会」の開催について 昭和５４年度 (収)昭55. 3.25 知事公室長

5099 18 県民と知事と話し合う会
「県民と知事と話しあう会」にかかる知事手持資
料の補充について（依頼）

昭和５４年度 (収)昭55. 2.13 知事公室長

5100 1
県民と知事と話し合う会会議要旨
①４月開催（25市町村分）

「県民と知事と話しあう会」の発言及び陳情に対
する回答

昭和５５年度 (起)昭55. 5.15 商工企画課

5100 2
県民と知事と話し合う会会議要旨
①４月開催（25市町村分）

「県民と知事と話しあう会」会議要旨（25市町村
分）

昭和５５年度

5101 1
県民と知事と話し合う会会議要旨
②７月開催（24市町村分）

「県民と知事と話しあう会」の発言及び陳情に対
する回答について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.16
(決)昭55. 8.19

商工企画課

5101 2
県民と知事と話し合う会会議要旨
②７月開催（24市町村分）

要望書（４町） 昭和５５年度 本川根町他

5101 3
県民と知事と話し合う会会議要旨
②７月開催（24市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における知事指示事
項（振興センター処理分）

昭和５５年度

5101 4
県民と知事と話し合う会会議要旨
②７月開催（24市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における知事指示事
項（本庁処理分）

昭和５５年度

5101 5
県民と知事と話し合う会会議要旨
②７月開催（24市町村分）

「県民と知事と話しあう会」会議要旨（７月開催　
24市町村分）

昭和５５年度

5102 1
県民と知事と話し合う会会議要旨
③８月上旬開催（15市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における発言及び陳
情に対する回答について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.26
(決)昭55. 8.27
(施)昭55. 8.28

商工企画課

5102 2
県民と知事と話し合う会会議要旨
③８月上旬開催（15市町村分）

「県民と知事と話しあう会」陳情一覧表 昭和５５年度

5102 3
県民と知事と話し合う会会議要旨
③８月上旬開催（15市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における知事指示事
項（本庁処理分）

昭和５５年度

5102 4
県民と知事と話し合う会会議要旨
③８月上旬開催（15市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における知事指示事
項（振興センター処理分）

昭和５５年度

5102 5
県民と知事と話し合う会会議要旨
③８月上旬開催（15市町村分）

要望書（浜松市） 昭和５５年度 浜松市

5102 6
県民と知事と話し合う会会議要旨
③８月上旬開催（15市町村分）

「県民と知事と話しあう会」会議要旨（８月上旬
開催　15市町村分）

昭和５５年度
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5103 1
県民と知事と話し合う会会議要旨
④８月下旬開催（11市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における発言・陳情
に対するその後の処理状況について（回答）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.27
(決)昭56. 2. 2

商工企画課

5103 2
県民と知事と話し合う会会議要旨
④８月下旬開催（11市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における発言及び陳
情に対する回答について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.27
(施)昭55. 9.29

商工企画課

5103 3
県民と知事と話し合う会会議要旨
④８月下旬開催（11市町村分）

「県民と知事と話しあう会」陳情一覧表 昭和５５年度

5103 4
県民と知事と話し合う会会議要旨
④８月下旬開催（11市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における知事指示事
項（本庁処理分）

昭和５５年度

5103 5
県民と知事と話し合う会会議要旨
④８月下旬開催（11市町村分）

「県民と知事と話しあう会」における知事指示事
項（振興センター処理分）

昭和５５年度

5103 6
県民と知事と話し合う会会議要旨
④８月下旬開催（11市町村分）

「県民と知事と話しあう会」会議要旨（８月下旬
開催　11市町村分）

昭和５５年度

5104 1 秘書課・広報課報告書綴 中小企業の技術力強化について 昭和５５年度 商工企画課

5104 2 秘書課・広報課報告書綴 「駿河竹千筋細工」と京都の竹細工との比較 昭和５５年度 地場産業課

5104 3 秘書課・広報課報告書綴
いぶし瓦の隆盛とり戻せ：新しい製造技術を開
発、排土を原料に特殊処理

昭和５５年度 工業課

5104 4 秘書課・広報課報告書綴
技術先端産業の導入育成：５ヵ年計画策定へ・４
月早々にも委員会を設置

昭和５５年度 商工企画課

5104 5 秘書課・広報課報告書綴 北海道事務所55年度で廃止；財政見直しの一環 昭和５５年度 観光貿易課

5104 6 秘書課・広報課報告書綴 知事出張中の出来事の報告 昭和５５年度 商工企画課

5104 7 秘書課・広報課報告書綴 工業試験場等の土地取得について 昭和５５年度 工業課

5104 8 秘書課・広報課報告書綴 静岡駅ビルの商調協結審について 昭和５５年度 商業対策室

5104 9 秘書課・広報課報告書綴
清水市臨海工業地帯再整備計画推進研究会の開催
について

昭和５５年度 商工企画課

5104 10 秘書課・広報課報告書綴 静岡駅ビルの商調協結審について 昭和５５年度 商業対策室

5104 11 秘書課・広報課報告書綴
清水市臨海工業地帯再整備計画推進研究会の市長
への提言案について

昭和５５年度 商工企画課

5104 12 秘書課・広報課報告書綴 静岡呉服町買物公園計画について 昭和５５年度 商業対策室

5104 13 秘書課・広報課報告書綴 移転大きく前進：静岡県工試　用地取得にメド 昭和５５年度 工業課

5104 14 秘書課・広報課報告書綴
中小企業の技術開発促す：県が新たな基金・来年
度発足・業界共通の課題研究

昭和５５年度 工業課

5104 15 秘書課・広報課報告書綴 静岡呉服町買物公園計画について 昭和５５年度 商業対策室
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5104 16 秘書課・広報課報告書綴
製紙スラッジ共同焼却場の処理能力を超すスラッ
ジの排出について

昭和５５年度 地場産業課

5104 17 秘書課・広報課報告書綴
（株）日本ビクター工場用地の取得及び（協業）
ウサギ家具工業共同センターの高度化資金の償還
について

昭和５５年度
地場産業課・工
業課

5104 18 秘書課・広報課報告書綴
工場の地方分散手直し（通産省）　都市の衰退を
防ぐ　近郊への移転に開銀融資

昭和５５年度 工業課

5104 19 秘書課・広報課報告書綴 （株）日本ビクターの藤枝市への進出について 昭和５５年度
工業課・地場産
業課

5104 20 秘書課・広報課報告書綴 工業試験場と民間企業との交流について 昭和５５年度 商工部

5104 21 秘書課・広報課報告書綴 （財）微生物科学研究会の土地利用計画について 昭和５５年度 商工企画課

5104 22 秘書課・広報課報告書綴 技術先端産業研究会の設置について 昭和５５年度 商工企画課

5104 23 秘書課・広報課報告書綴 「県シンクタンク」の発足検討について 昭和５５年度 商工企画課

5104 24 秘書課・広報課報告書綴 静岡駅ビルの調整及び出店者について 昭和５５年度 商業対策室

5104 25 秘書課・広報課報告書綴 定例部長会議報告事項 昭和５５年度 商工部

5104 26 秘書課・広報課報告書綴 「県シンクタンク」の設立構想について 昭和５５年度 商工企画課

5104 27 秘書課・広報課報告書綴 イラン・イラク戦争による本県企業への影響調査 昭和５５年度 商工企画課

5104 28 秘書課・広報課報告書綴 電力会社の料金体系について 昭和５５年度 工業課

5104 29 秘書課・広報課報告書綴 産業分類別エネルギーの使用額について 昭和５５年度 工業課

5104 30 秘書課・広報課報告書綴 冷夏に対する中小企業対策について 昭和５５年度 商工企画課

5104 31 秘書課・広報課報告書綴 定例部長会議報告事項 昭和５５年度 商工部

5104 32 秘書課・広報課報告書綴 イトーヨーカ堂問題について 昭和５５年度 商業対策室

5104 33 秘書課・広報課報告書綴 冷夏の影響について 昭和５５年度 商工企画課

5104 34 秘書課・広報課報告書綴
岐阜県紙業試験場の開発による製紙スラッジ再生
利用技術について

昭和５５年度 地場産業課

5104 35 秘書課・広報課報告書綴 部長連絡会議連絡事項 昭和５５年度 商工企画課
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5104 36 秘書課・広報課報告書綴 ガス爆発事故対策について 昭和５５年度
商工企画課・中
小企業課

5104 37 秘書課・広報課報告書綴 柿田川の水を中東へ送る試験航海について 昭和５５年度 商工企画課

5104 38 秘書課・広報課報告書綴 「テクノポリス構想」について 昭和５５年度 商工企画課

5104 39 秘書課・広報課報告書綴 セブンイレブンの調査報告書 昭和５５年度 商業対策室

5104 40 秘書課・広報課報告書綴 ６月10日知事定例記者会見要旨 昭和５５年度 広報課

5104 41 秘書課・広報課報告書綴 定例部長会議報告事項 昭和５５年度 商工部

5104 42 秘書課・広報課報告書綴 静岡駅ビル建設動き出す：近代協が審議了解 昭和５５年度 商業対策室

5104 43 秘書課・広報課報告書綴
「清水地区臨海工業地帯再整備計画推進のための
市研究会発足状況」等の報告

昭和５５年度 商工企画課

5104 44 秘書課・広報課報告書綴
昭和56年度地場産業総合振興対策事業に関する国
への要望について

昭和５５年度 地場産業課

5104 45 秘書課・広報課報告書綴 静岡商銀理事長ら告発 昭和５５年度 商工企画課

5104 46 秘書課・広報課報告書綴 下田市内倒産企業調査報告 昭和５５年度 商工企画課

5104 47 秘書課・広報課報告書綴
マキ利用ボイラーの燃焼効率の向上についての検
討会の発足について

昭和５５年度 工業課

5104 48 秘書課・広報課報告書綴
県中小企業問題研究会の「県の中期的な商工施策
の方向」

昭和５５年度 商工企画課

5104 49 秘書課・広報課報告書綴
「清水」輸送に係る原油タンカーの構造上の問題
点について

昭和５５年度 商工企画課

5104 50 秘書課・広報課報告書綴
乾燥芋の新加工技術の実用化に県外から引合い到
到、地元優先と板ばさみ

昭和５５年度 工業課

5104 51 秘書課・広報課報告書綴 清水市三保貝島のＬＮＧ基地構想について 昭和５５年度 商工企画課

5104 52 秘書課・広報課報告書綴
中東諸国に対する「水」輸送プロジェクトについ
て

昭和５５年度 商工企画課

5104 53 秘書課・広報課報告書綴 柿田川の水輸出について 昭和５５年度 商工企画課

5105 1
海外現地生産問題等調査研究委員
会

静岡県下請取引問題懇談会専門部会としての海外
現地生産問題等調査研究委員会第１回委員会の開
催について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.10
静岡県中小企業
振興協会長

5105 2
海外現地生産問題等調査研究委員
会

静岡県下請取引問題懇談会専門部会海外現地生産
問題等調査研究委員会第２回委員会の開催につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 9.29
海外現地生産問
題等調査研究委
員会
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5105 3
海外現地生産問題等調査研究委員
会

静岡県下請取引問題懇談会専門部会海外現地生産
問題等調査研究委員会第３回委員会の開催につい
て

昭和５５年度 (収)昭55.10.29
海外現地生産問
題等調査研究委
員会

5105 4
海外現地生産問題等調査研究委員
会

静岡県下請取引問題懇談会専門部会海外現地生産
問題等調査研究委員会第４回委員会の開催につい
て

昭和５５年度 (収)昭55.12. 2
海外現地生産問
題等調査研究委
員会

5105 5
海外現地生産問題等調査研究委員
会

静岡県下請取引問題懇談会専門部会海外現地生産
問題等調査研究委員会第５回委員会の開催につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 1. 8
海外現地生産問
題等調査研究委
員会

5105 6
海外現地生産問題等調査研究委員
会

静岡県下請取引問題懇談会専門部会海外現地生産
問題等調査研究委員会第６回委員会の開催につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 2.24
海外現地生産問
題等調査研究委
員会

5106 1 工場立地法に基づく特定工場名簿 特定工場名簿作成にかかる調査について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 9. 1
(決)昭52. 9. 4
(施)昭52. 9. 8

工業課

5107 1 月例経済報告綴①
静岡県の経済動向　－月例経済報告―　（昭和53
年９月発表）

昭和５３年度

5107 2 月例経済報告綴①
静岡県の経済動向　－月例経済報告―　（昭和53
年10月発表）

昭和５３年度

5107 3 月例経済報告綴①
静岡県の経済動向　－月例経済報告―　（昭和53
年11月発表）

昭和５３年度

5107 4 月例経済報告綴①
静岡県の経済動向　－月例経済報告―　（昭和53
年12月発表）

昭和５３年度

5107 5 月例経済報告綴①
静岡県の経済動向　－月例経済報告―　（昭和54
年１月発表）

昭和５３年度

5107 6 月例経済報告綴①
静岡県の経済動向　－月例経済報告―　（昭和54
年２月発表）

昭和５３年度

5107 7 月例経済報告綴①
静岡県の経済動向　－月例経済報告―　（昭和54
年３月発表）

昭和５３年度

5107 8 月例経済報告綴①
静岡県の経済動向　－月例経済報告―　（昭和54
年４月発表）

昭和５４年度

5107 9 月例経済報告綴① 静岡県月例経済報告　昭和54年５月 昭和５４年度

5107 10 月例経済報告綴① 静岡県月例経済報告　昭和54年７月 昭和５４年度

5107 11 月例経済報告綴① 静岡県月例経済報告　昭和54年８月 昭和５４年度

5107 12 月例経済報告綴① 静岡県月例経済報告　昭和54年９月 昭和５４年度

5107 13 月例経済報告綴① 静岡県月例経済報告　昭和54年10月 昭和５４年度

5107 14 月例経済報告綴① 静岡県月例経済報告　昭和54年11月 昭和５４年度
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5107 15 月例経済報告綴① 静岡県月例経済報告　昭和54年12月 昭和５４年度

5108 1 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年１月 昭和５４年度

5108 2 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年２月 昭和５４年度

5108 3 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年３月 昭和５４年度

5108 4 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年４月 昭和５５年度

5108 5 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年５月 昭和５５年度

5108 6 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年７月 昭和５５年度

5108 7 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年８月 昭和５５年度

5108 8 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年９月 昭和５５年度

5108 9 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年10月 昭和５５年度

5108 10 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年11月 昭和５５年度

5108 11 月例経済報告綴② 静岡県月例経済報告　昭和55年12月 昭和５５年度

5108 12 月例経済報告綴② 中小企業のための月刊じょうほう　創刊号 昭和５５年度

5109 1 政策資金実施要領綴 荒地利用促進事業実施要領

5109 2 政策資金実施要領綴 荒地利用特別政策融資事業認定審査会設置要領

5109 3 政策資金実施要領綴 特産畑作振興対策事業実施要領離制定について 昭和５３年度 農政課

5109 4 政策資金実施要領綴 落葉果樹産地整備育成事業実施要領

5109 5 政策資金実施要領綴 柑橘改植特別対策事業実施要領

5109 6 政策資金実施要領綴 畜産経営環境保全の手引 畜産課

5109 7 政策資金実施要領綴 野菜生産地育成事業実施要領の制定について 昭和５２年度 農政課

5109 8 政策資金実施要領綴
茶業関係特別政策融資事業実施要領並びに事業認
定審査会設置要領について（通知）

昭和５２年度 農政課
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5109 9 政策資金実施要領綴 柑橘広域選果場整備事業推進要領の制定について 昭和５１年度 農政課

5109 10 政策資金実施要領綴 花き特産団地育成事業実施要領

5110 1
農業構造改善村落特別対策事業実
施要領

農業構造改善村落特別対策事業（県の事業名「村
づくり推進し事業」）実施要領の制定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.28
(決)昭55. 6. 2
(施)昭55. 6. 2

農政課

5110 2
農業構造改善村落特別対策事業実
施要領

農業構造改善村落特別対策事業実施要領の運営に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.19
(決)昭55. 6.19
(施)昭55. 6.19

農政課

5111 1 緑の村整備事業実施要領等 緑の村整備事業実施要領の制定及び運用について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.14
(決)昭54. 5.16
(施)昭54. 5.16

農政課

5112 1
相良町農村地域工業導入特別対策
事業年度別

昭和54年度農村地域工業導入特別対策事業年度別
実施計画について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.16
(決)昭54. 6.23
(施)昭54. 6.23

農政課

5112 2
相良町農村地域工業導入特別対策
事業年度別

昭和54年度農村地域工業導入特別対策事業年度別
実施計画について

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 4
(決)昭54. 5. 8
(施)昭54. 5. 8

農政課

5113 1
春野町、榛原町（変更）農村地域
工業導入実施計画書（認定）

農村地域工業導入実施計画書書の送付について
（榛原町）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

農政課

5113 2
春野町、榛原町（変更）農村地域
工業導入実施計画書（認定）

農村地域工業導入実施計画について　（春野町：
榛原町）

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 7
(決)昭55. 3.13
(施)昭55. 3.13

農政課

5113 3
春野町、榛原町（変更）農村地域
工業導入実施計画書（認定）

農村地域工業導入実施計画書の送付について（春
野町）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.20
(決)昭55. 8.26
(施)昭55. 8.26

農政課

5114 1 浅羽町農村地域工業導入実施計画
農村地域工業導入実施計画書の協議について（浅
羽町）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.26
(決)昭53. 4.27
(施)昭53. 4.27

農政課

5115 1
吉田町農村地域工業導入実施計画
書　（変更）

復命書（関東農政局） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 9 農政課

5115 2
吉田町農村地域工業導入実施計画
書　（変更）

農村地域工業導入実施計画書（変更）の送付につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(決)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.24

農政課

5115 3
吉田町農村地域工業導入実施計画
書　（変更）

農村地域工業導入実施計画について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 6.10
(決)昭57. 6.16
(施)昭57. 6.16

農政課

5115 4
吉田町農村地域工業導入実施計画
書　（変更）

農村地域工業導入実施計画書の送付について 昭和５４年度
(起)昭54.10. 1
(決)昭54.10. 2
(施)昭54.10. 3

農政課

5115 5
吉田町農村地域工業導入実施計画
書　（変更）

農村地域工業導入実施計画の変更について（協
議）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.17
(決)昭54. 9.20
(施)昭54. 9.20

農政課

5116 1
昭和53年度農村地域工業導入促進
審議会

静岡県農村地域工業導入促進審議会議事録 昭和５３年度 (起)昭54. 3.26 農政課

5116 2
昭和53年度農村地域工業導入促進
審議会

農村地域工業導入促進審議会の進行について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.20
(決)昭54. 3.23

農政課

5116 3
昭和53年度農村地域工業導入促進
審議会

農村地域工業導入促進審議会部長挨拶要旨 昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.24

農政課

5116 4
昭和53年度農村地域工業導入促進
審議会

静岡県農村地域工業導入促進審議会の開催につい
て

昭和５３年度
(起)昭54. 2.21
(決)昭54. 2.24
(施)昭54. 2.24

農政課

5116 5
昭和53年度農村地域工業導入促進
審議会

農村地域工業導入促進研究会幹事会の開催につい
て

昭和５３年度
(起)昭53.10.16
(決)昭53.10.17
(施)昭53.10.17

農政課
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5116 6
昭和53年度農村地域工業導入促進
審議会

農村地域工業導入促進研究会幹事会の開催につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 8.17
(決)昭53. 8.22
(施)昭53. 8.22

農政課

5117 1
昭和54年度農村地域工業導入促進
審議会

農村地域工業導入促進審議会部長挨拶要旨 昭和５４年度
(起)昭55. 2.18
(決)昭55. 2.26
(施)昭55. 2.26

農政課

5117 2
昭和54年度農村地域工業導入促進
審議会

静岡県農村地域工業導入促進審議会の開催につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 6
(決)昭55. 2. 9
(施)昭55. 2. 9

農政課

5118 1
昭和55年度農村地域工業導入促進
審議会

農村地域工業導入促進審議会の資料及び進行につ
いて

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 5
(決)昭56. 2.14

農政課

5119 1 農業団地育成補助金綴
昭和54年度農村地域整備開発促進費補助金の額の
確定について

昭和５５年度 (収)昭55.10.16 関東農政局長

5119 2 農業団地育成補助金綴
昭和54年度農村地域整備開発促進費補助金実績報
告書について（農業団地育成対策、地域農業経営
改善関係）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 5.30

農業技術課

5119 3 農業団地育成補助金綴
高能率生産団地育成対策事業にかかる農業団体推
進指導事業の委託契約の締結について

昭和５４年度
(起)昭54.11. 7
(決)昭54.11.12

農業技術課

5119 4 農業団地育成補助金綴
高能率生産団地育成対策事業にかかる県農業団体
推進指導事業の委託契約書について

昭和５４年度
(起)昭54.12.11
(決)昭54.12.14
(施)昭54.12.15

農業技術課

5119 5 農業団地育成補助金綴 契約の締結と事業計画書について（供覧） 昭和５４年度 (起)昭54.12.15 農業技術課

5119 6 農業団地育成補助金綴
昭和54年度補助金申請について（高能率生産団
地、地域農業経営改善関係）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 7
(決)昭55. 2.12
(施)昭55. 2.12

農業技術課

5119 7 農業団地育成補助金綴
昭和54年度農村地域整備開発促進費補助金の追加
内示について

昭和５４年度 (収)昭55. 1. 7 関東農政局長

5119 8 農業団地育成補助金綴
昭和54年度農村地域整備開発促進費補助金の交付
決定通知について

昭和５４年度 (収)昭55. 3. 1 関東農政局長

5119 9 農業団地育成補助金綴
農村地域整備開発促進費補助金交付要綱の一部改
正について

昭和５４年度 (収)昭54.10.20 関東農政局長

5119 10 農業団地育成補助金綴 農村地域整備開発促進費補助金交付要綱 昭和５３年度 (収)昭53.10.  
農林水産省構造
改善局

5119 11 農業団地育成補助金綴 複合生産組織育成対策事業推進資料 昭和５２年度 (起)昭53. 3.  
静岡県農業水産
部

5119 12 農業団地育成補助金綴
昭和52年度高能率生産団地育成事業（実績）の概
要

昭和５３年度 (収)昭53. 8.  
構造改善局地域
農業対策室

5119 13 農業団地育成補助金綴
昭和53年度農業団地育成対策事業実績報告につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 1
(決)昭54. 6.18
(施)昭54. 6.18

農業技術課

5119 14 農業団地育成補助金綴
高能率生産団地育成対策に係る農業団体推進指導
事業の委託契約の締結について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.11
(決)昭53. 8.22

農業技術課

5119 15 農業団地育成補助金綴 委託事業実施計画書について（供覧） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.29

農業技術課

5119 16 農業団地育成補助金綴
高能率生産団地育成対策に係る農業団体推進指導
事業の委託契約について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.14
(決)昭53. 9.19
(施)昭53. 9.25

農業技術課
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5119 17 農業団地育成補助金綴
昭和53年度農業団地育成対策費補助金の交付申請
書の提出について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.11
(決)昭53. 9.12
(施)昭53. 9.13

農業技術課

5119 18 農業団地育成補助金綴
昭和52年度農村地域整備開発促進費補助金の額の
確定について

昭和５３年度 (収)昭53.10.26 関東農政局

5119 19 農業団地育成補助金綴 昭和52年度農業団地育成対策事業実績報告 昭和５３年度
(起)昭53. 5.15
(決)昭53. 5.20
(施)昭53. 5.26

農業技術課

5119 20 農業団地育成補助金綴
昭和52年度農業団地育成対策費補助金交付申請に
ついて（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.10.12
(決)昭52.10.17
(施)昭52.10.17

農業技術課

5119 21 農業団地育成補助金綴
高能率生産団地育成対策事業にともなう県農業団
体推進指導事業の委託契約の締結について

昭和５２年度
(起)昭52.10.18
(決)昭52.10.20
(施)昭52.10.20

農業技術課

5119 22 農業団地育成補助金綴
高能率団地育成対策に係る農業団体推進指導事業
委託費について

昭和５２年度
(起)昭52. 9.10
(決)昭52. 9.22

農業技術課

5120 1
複合生産組織等育成事業費補助金
関係

昭和55年度複合生産組織等育成事業費補助金の交
付について（確定）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 8
(決)昭56.10. 9
(施)昭56.10. 9

農業技術課

5120 2
複合生産組織等育成事業費補助金
関係

昭和55年度地域農業生産組合振興対策関係補助金
の確定および精算額の交付について

昭和５６年度 (収)昭56.10. 8 関東農政局長

5120 3
複合生産組織等育成事業費補助金
関係

昭和55年度地域農業生産総合振興事業関係の実績
報告について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 6. 2
(施)昭56. 6. 2

農業技術課

5120 4
複合生産組織等育成事業費補助金
関係

昭和55年度複合生産組織等育成事業費補助金の交
付の決定について

昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.17
(施)昭55.12.17

農業技術課

5120 5
複合生産組織等育成事業費補助金
関係

昭和55年度複合生産組織等育成事業費補助金の内
示について

昭和５５年度
(起)昭55.10.30
(決)昭55.10.30
(施)昭55.10.30

農業技術課

5120 6
複合生産組織等育成事業費補助金
関係

昭和55年度複合生産組織等育成事業費補助金の交
付の決定について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.17
(決)昭56. 1.17
(施)昭56. 1.17

農業技術課

5121 1
公害防止事業団農地転用関係（事
前審査）

農業振興地域整備計画の変更に係る農地転用許可
権者との調整について

昭和５３年度 (収)昭54. 3.30 関東農政局長

5121 2
公害防止事業団農地転用関係（事
前審査）

公害防止事業団法第18条第１項第３号業務実施に
係る農地転用について

昭和５３年度 (収)昭54. 3.30 関東農政局長

5121 3
公害防止事業団農地転用関係（事
前審査）

農地転用事前審査申出について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.12 関東農政局長

5121 4
公害防止事業団農地転用関係（事
前審査）

公害防止事業団法（付、政令、省令） 昭和５２年度 (収)昭53. 1.  公害防止事業団

5121 5
公害防止事業団農地転用関係（事
前審査）

公害防止事業団業務方法書 昭和５３年度 (収)昭53. 6.  公害防止事業団

5121 6
公害防止事業団農地転用関係（事
前審査）

業務のあらまし 昭和５３年度 公害防止事業団

5122 1
農地法第５条の規定による許可申
請書（日本ハム株式会社）

農地法第５条第１項の規定に基づく許可について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.12.19
(決)昭54.12.19
(施)昭54.12.19

農地森林部総務
課

5122 2
農地法第５条の規定による許可申
請書（日本ハム株式会社）

農地法第５条第１項の規定による許可の意見書の
再提出について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 5
(決)昭54.12. 5
(施)昭54.12. 7

農地森林部総務
課

5122 3
農地法第５条の規定による許可申
請書（日本ハム株式会社）

農地法第５条第１項の規定による許可について
（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.11.29
(決)昭54.11.29
(施)昭54.11.29

農地森林部総務
課
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5123 1 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画作成費補助金の額の
確定について

昭和５５年度 (収)昭55. 4.26
国土庁地方振興
局

5123 2 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画作成事業実績報告書
の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 2
(決)昭55. 4. 7
(施)昭55. 4. 7

農地企画課

5123 3 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画作成費補助金の概算
払について

昭和５４年度 (収)昭55. 2. 7
国土庁地方振興
局

5123 4 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画作成費補助金概算払
請求について

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 8
(決)昭55. 1.21

農地企画課

5123 5 昭和54年農村総合整備計画綴 昭和54年度農村総合整備計画書について（送付） 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 2
(決)昭55. 4. 7
(施)昭55. 4. 7

農地企画課

5123 6 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画書の提出について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.29

農地企画課

5123 7 昭和54年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画概要書等の提出について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.27
(決)昭55. 3. 7
(施)昭55. 3. 7

農地企画課

5123 8 昭和54年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画作成の協議について（回答） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.31
(決)昭55. 2. 2
(施)昭55. 2. 2

農地企画課

5123 9 昭和54年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画書について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.22
(施)昭55. 1.22

農地企画課

5123 10 昭和54年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画作成状況の打合せについて 昭和５４年度
(起)昭54.10. 8
(決)昭54.10. 9
(施)昭54.10. 9

農地企画課

5123 11 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画担当者地域別会議の
開催について

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 9
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5. 9

農地企画課

5123 12 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画担当者地域別会議の
出席者について

昭和５４年度 (収)昭54. 5.11 農地企画課

5123 13 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画担当者地域別会議の
出席について

昭和５４年度 (起)昭54. 5. 7 農地企画課

5123 14 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画作成費補助金交付申
請書

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 4
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5. 9

農地企画課

5123 15 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画作成費の割当内示に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.26
(決)昭54. 5. 1
(施)昭54. 5. 1

農地企画課

5123 16 昭和54年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画作成市町村選定について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 4
(決)昭54. 5.10
(施)昭54. 5.10

農地企画課

5123 17 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画作成市町村選定協議
書について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.20
(決)昭54. 4.20
(施)昭54. 4.20

農地企画課

5123 18 昭和54年農村総合整備計画綴
昭和54年度農村総合整備計画作成市町村の内定に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.14
(施)昭54. 4.14

農地企画課

5123 19 昭和54年農村総合整備計画綴 農村整備関係担当者名簿の提出について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.13
(決)昭54. 4.14
(施)昭54. 4.14

農地企画課

5124 1 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成費補助金の額の
確定について

昭和５６年度 (収)昭56. 4. 9
国土庁地方振興
局

5124 2 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成事業実績報告書
の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 6
(決)昭56. 4. 7
(施)昭56. 4. 7

農地企画課
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5124 3 昭和55年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画書の送付について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.26
(施)昭56. 3.26

農地企画課

5124 4 昭和55年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画書の提出について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.26

農地企画課

5124 5 昭和55年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画作成の協議について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 6
(施)昭56. 2. 6

農地企画課

5124 6 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成費補助金の概算
払について

昭和５５年度 (収)昭56. 2.10
国土庁地方振興
局

5124 7 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成費補助金の概算
払請求について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.26

農地企画課

5124 8 昭和55年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画書の提出等について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.19
(施)昭56. 1.19

農地企画課

5124 9 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成状況の打合せに
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 8

農地企画課

5124 10 昭和55年農村総合整備計画綴 農村総合整備関係セミナーの開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.12
(財)農村開発企
画委員会

5124 11 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成費補助金交付決
定通知書

昭和５５年度 (収)昭55. 5.16
国土庁地方振興
局

5124 12 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成費補助金交付申
請書の提出について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 9
(施)昭55. 5. 9

農地企画課

5124 13 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成費補助金の割当
内示について

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 7
国土庁地方振興
局

5124 14 昭和55年農村総合整備計画綴
農村総合整備計画作成市町村選定申請書の進達に
ついて

昭和５５年度 (収)昭55. 4.15
島田土地改良事
務所

5124 15 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成市町村の選定協
議書及び補助金交付申請書の手続きについて

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 7
国土庁地方振興
局農村整備課

5124 16 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成費の割当内示に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.26
(決)昭55. 5. 2
(施)昭55. 5. 2

農地企画課

5124 17 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成市町村の選定に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 5. 2
(施)昭55. 5. 2

農地企画課

5124 18 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成費補助金交付申
請書

昭和５５年度 (収)昭55. 5. 6 志太郡岡部町

5124 19 昭和55年農村総合整備計画綴 農村総合整備計画作成費補助金交付申請書 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 6 小笠郡浜岡町

5124 20 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成市町村選定協議
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.18
(施)昭55. 4.18

農地企画課

5124 21 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成市町村の内定に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.11
(施)昭55. 4.11

農地企画課

5124 22 昭和55年農村総合整備計画綴
昭和55年度農村総合整備計画作成市町村の内定に
ついて

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 7
国土庁地方振興
局農村整備課

5124 23 昭和55年農村総合整備計画綴 農村整備関係担当者名簿について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.11
(施)昭55. 4.11

農地企画課
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5125 1
静清広域都市計画公園変更申請書
（日本平動物公園）

静清広域都市計画公園の変更について（回答） 昭和５５年度
(起)昭55.10. 1
(決)昭55.10. 3
(施)昭55.10. 4

農地企画課

5125 2
静清広域都市計画公園変更申請書
（日本平動物公園）

清水市日本平運動公園計画に係る事業調整につい
て

昭和５５年度 (起)昭55. 7. 9 農地企画課

5125 3
静清広域都市計画公園変更申請書
（日本平動物公園）

清水市日本平運動公園計画に係る静清庵畑かん事
業関係者打合せの復命書

昭和５５年度 (収)昭55. 5.13 農地企画課

5125 4
静清広域都市計画公園変更申請書
（日本平動物公園）

清水市日本平運動公園設置打合せ会の復命書 昭和５４年度 (収)昭55. 2.25 農地企画課

5125 5
静清広域都市計画公園変更申請書
（日本平動物公園）

静清広域都市計画公園の変更について（事前協
議）

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 2 農地企画課

5126 1
昭和55年市町村営土地改良事業認
可（菊川町、浜松市、浜北市、湖
西市）

市町村営土地改良事業の認可等について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 8. 2
(施)昭55. 8. 2

農地企画課

5126 2
昭和55年市町村営土地改良事業認
可（菊川町、浜松市、浜北市、湖
西市）

市町村営土地改良事業の認可等について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 8. 2
(施)昭55. 8. 2

農地企画課

5126 3
昭和55年市町村営土地改良事業認
可（菊川町、浜松市、浜北市、湖
西市）

市町村営土地改良事業の認可等について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 2
(決)昭55. 7. 8
(施)昭55. 8.23

農地企画課

5126 4
昭和55年市町村営土地改良事業認
可（菊川町、浜松市、浜北市、湖
西市）

市町村営土地改良事業の認可等について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 1
(決)昭55. 8. 1
(施)昭55. 8. 4

農地企画課

5126 5
昭和55年市町村営土地改良事業認
可（菊川町、浜松市、浜北市、湖
西市）

市町村営土地改良事業の認可等について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 2
(決)昭55. 7. 8
(施)昭55. 8.23

農地企画課

5127 1
昭和55年新規土地改良事業認可
（浜松市西南部、麁玉、芳川、豊
岡）

新規土地改良事業施行及び定款変更認可等につい
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.25
(施)昭55.10.25

農地企画課

5127 2
昭和55年新規土地改良事業認可
（浜松市西南部、麁玉、芳川、豊
岡）

新規土地改良事業施行及び定款変更認可等につい
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.11.14
(決)昭55.11.17
(施)昭55.11.17

農地企画課

5127 3
昭和55年新規土地改良事業認可
（浜松市西南部、麁玉、芳川、豊
岡）

新規土地改良事業施行及び定款変更認可等につい
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.16
(施)昭55. 9.16

農地企画課

5127 4
昭和55年新規土地改良事業認可
（浜松市西南部、麁玉、芳川、豊
岡）

新規土地改良事業施行及び定款変更認可等につい
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 4
(決)昭55.10. 9
(施)昭55.10. 9

農地企画課

5128 1 昭和55年度陳情書 県営大淵畑地総合整備事業予算について 昭和５５年度 富士市

5128 2 昭和55年度陳情書 榛南広域営農団地農道建設促進について 昭和５５年度 (収)昭56. 1.23 榛原郡４町

5128 3 昭和55年度陳情書 農村集落環境整備の要望 昭和５５年度 (収)昭55.11. 1 松崎町ほか

5128 4 昭和55年度陳情書
農山村農林業整備ミニモデル事業の採択とその促
進方について

昭和５５年度 (収)昭55.11. 4 天城湯ヶ島町
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5128 5 昭和55年度陳情書 農村環境整備を含めた土地改良事業について 昭和５５年度 (収)昭55.11.12 島田市

5128 6 昭和55年度陳情書 県単独土地改良事業の拡充について 昭和５５年度 (収)昭55.11.13 浜松市

5128 7 昭和55年度陳情書 公共事業の拡張 昭和５５年度
静岡県測量設計
業協会

5128 8 昭和55年度陳情書 土地改良事業に係る用水路の強化について 昭和５５年度
三方原用水土地
改良区理事長

5128 9 昭和55年度陳情書 果樹農道の舗装事業について 昭和５５年度 (収)昭55.12.16 細江町

5128 10 昭和55年度陳情書 団体営農村基盤総合整備事業の促進について 昭和５５年度 (収)昭55.12.17 伊豆長岡町

5128 11 昭和55年度陳情書 昭和56年度農業生産基盤の予算要望について 昭和５５年度 (収)昭55.12.10
自由民主党袋井
支部

5128 12 昭和55年度陳情書
昭和56年度農村総合整備計画作成町の採択方につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55.12. 1 浅羽町

5128 13 昭和55年度陳情書
農山村農林業整備ミニモデル事業の採択とその促
進方について

昭和５５年度 天城湯ヶ島町

5128 14 昭和55年度陳情書 農業関係事業についての陳情 昭和５５年度 (収)昭55.11.26 天竜市

5128 15 昭和55年度陳情書
県営一般農道整備（広域関連）事業青平地区の新
規採択及び予算措置について

昭和５５年度 (収)昭55.10. 1 湖西市

5128 16 昭和55年度陳情書 海岸暗渠の改修について 昭和５５年度 (収)昭55. 9.17 浜岡町

5128 17 昭和55年度陳情書 河川区域内の農業用地の整備について 昭和５５年度 (収)昭55. 9. 5 福田町

5128 18 昭和55年度陳情書 県営堪水防除事業の実施方要望について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.19 磐田市

5128 19 昭和55年度陳情書 団体営ほ場整備事業都田地区の事業採択について 昭和５５年度 (収)昭55. 7.23 浜松市他

5128 20 昭和55年度陳情書 農村総合整備モデル事業の採択について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.18 大須賀町

5128 21 昭和55年度陳情書
団体営ほ場整備事業田原野地区の事業採択につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 6 大仁町

5128 22 昭和55年度陳情書 団体営農村基盤総合整備事業の促進について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.22 伊豆長岡町

5128 23 昭和55年度陳情書 農免道路整備事業の採択について 昭和５５年度 (収)昭55. 4. 8 袋井市

5129 1 権利義務の承継（御殿場農協）
北駿加工利用農業協同組合組合連合会の権利義務
承継完了届

昭和５４年度 (収)昭55. 1.11
御殿場農業協同
組合長

5129 2 権利義務の承継（御殿場農協）
農業協同組合連合会の権利義務承継の認可につい
て（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.11
(決)昭54.10.13
(施)昭54.10.13

農業団体課
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5130 1 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更認可について（睦浜開拓
農協）

昭和５４年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 4. 5
(施)昭54. 4. 5

農業団体課

5130 2 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更認可について（鍋島茶農
協）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 6
(決)昭54. 4.11
(施)昭54. 4.11

農業団体課

5130 3 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更認可について（掛川市東
山口山三製茶農協）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.17
(決)昭54. 4.18
(施)昭54. 4.18

農業団体課

5130 4 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更認可について（下茶農
協）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.20
(決)昭54. 4.23
(施)昭54. 4.23

農業団体課

5130 5 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（富士開拓農
協）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.17
(決)昭54. 5.18
(施)昭54. 5.19

農業団体課

5130 6 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（三方原開拓農
協）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 1
(決)昭54. 6. 5
(施)昭54. 6. 5

農業団体課

5130 7 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（川島丸伊茶農
協）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.30
(決)昭54. 6. 4
(施)昭54. 6. 5

農業団体課

5130 8 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について（平和酪農協） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 7. 2
(施)昭54. 7. 2

農業団体課

5130 9 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（勝間田丸三茶
農協）

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 7
(決)昭54. 7. 9
(施)昭54. 7.10

農業団体課

5130 10 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について（東豆酪農協） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.20
(決)昭54. 7.21
(施)昭54. 7.21

農業団体課

5130 11 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（東富士開発農
協）

昭和５４年度
(起)昭54.10. 8
(決)昭54.10. 9
(施)昭54.10.11

農業団体課

5130 12 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（新野丸新第三
製茶農協）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 5
(決)昭55. 2. 5
(施)昭55. 2. 5

農業団体課

5130 13 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について（牛渕茶農協） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.13
(決)昭55. 2.13
(施)昭55. 2.13

農業団体課

5130 14 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（下倉沢茶農
協）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.20
(決)昭55. 2.21
(施)昭55. 2.21

農業団体課

5130 15 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（勝間田丸モ茶
農協）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.28
(決)昭55. 2.29
(施)昭55. 2.29

農業団体課

5130 16 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（勝間田開拓農
協）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.12
(決)昭55. 3.13
(施)昭55. 3.13

農業団体課

5130 17 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（マルエス製茶
農協）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.22

農業団体課

5130 18 専門農協定款変更認可綴
農業協同組合の定款変更について（松野第一茶農
協）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.27
(決)昭55. 3.27
(施)昭55. 3.27

農業団体課

5131 1
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

東名日本坂トンネル内事故に伴うみかん被害調査
結果について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.14
(決)昭55. 2.20
(施)昭55. 2.20

みかん園芸課

5131 2
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

東名日本坂トンネル内事故に伴うみかん被害調査
について

昭和５４年度
(起)昭54.12.26
(決)昭54.12.26
(施)昭54.12.26

みかん園芸課

5131 3
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

東名日本坂トンネル車両火災事故に伴う被害調査
について

昭和５４年度 (収)昭55. 1.11 みかん園芸課
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5131 4
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

東名高速道路日本坂トンネルにおける集塵設備の
設置が柑橘類に及ぼす影響調査

昭和５４年度
静岡県柑橘試験
場

5131 5
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

東名日本坂トンネル事故に伴うみかん園の被害補
償調査について

昭和５４年度 (収)昭54.11.20 みかん園芸課

5131 6
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

日本坂トンネル事故に伴う煙害について 昭和５４年度 (収)昭54. 7.14 みかん園芸課

5131 7
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

日本坂トンネルの災害状況について 昭和５４年度 (収)昭54. 7.14 みかん園芸課

5131 8
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

東名交通事故に伴う消化剤・重油等の水田流入事
故について

昭和５４年度 (収)昭54. 7.12 みかん園芸課

5131 9
日本坂トンネル事故媒塵等農産物
影響関係綴

東名交通事故に伴う科学消化剤・重油流出による
水田の汚染面積と対策状況について

昭和５４年度 (収)昭54. 7.13 みかん園芸課

5132 1
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

かんきつ園地再整備促進事業費補助金交付要綱制
定について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 2
(決)昭53.11.24
(施)昭53.11.24

みかん園芸課

5132 2
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

復命書　昭和53年度かんきつ園地再整備促進事業
に係る請負工事分の竣工検査について

昭和５４年度 (起)昭54. 4. 5 みかん園芸課

5132 3
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

昭和53年度かんきつ園地再整備促進事業計画の変
更承認について

昭和５３年度 (起)昭54. 2.28 みかん園芸課

5132 4
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

設計審査等依頼書 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 2
(決)昭54. 2. 5
(施)昭54. 2. 5

みかん園芸課

5132 5
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

昭和53年度果樹花き進行対策関係補助金（かんき
つ園地再整備促進事業）の交付決定について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.26
(決)昭54. 1.31
(施)昭54. 1.31

みかん園芸課

5132 6
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

昭和53年度果樹花き進行対策関係補助金（果樹品
種等更新事業）（かんきつ園地再整備促進事業）
の交付決定について

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 9
(施)昭54. 1.10

みかん園芸課

5132 7
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

長根かんきつ園地再整備促進事業の請負差金の使
途について

昭和５３年度 (起)昭54. 1.22 みかん園芸課

5132 8
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

かんきつ園地再整備促進事業の補助金交付指令前
着工届について

昭和５３年度 (起)昭54. 1. 5 みかん園芸課

5132 9
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

復命書　かんきつ園地再整備促進事業の建物工
事・土木工事の入札について

昭和５３年度 (起)昭53.11.29 みかん園芸課

5132 10
昭和53年度柑橘団地再整備補助金
綴

昭和53年度　かんきつ園地再整備促進事業の事業
認定並びに補助金の内示について

昭和５３年度
(起)昭53.11.13
(決)昭53.11.13
(施)昭53.11.13

みかん園芸課

5133 1
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業①

草地等効率利用促進プロジェクト調査 昭和５０年度 畜産課

5133 2
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業①

草地等効率利用促進プロジェクト調査について 昭和５０年度 畜産課

5133 3
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業①

昭和51年度草地開発事業のヒヤリングについて 昭和５０年度 (収)昭50.10.13
関東農政局生産
流通部畜産課

5133 4
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業①

草地等効率利用促進プロジェクト調査の希望地区
調べについて

昭和５０年度 (収)昭50. 7. 8
関東農政局畜産
課
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5133 5
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業①

プロジェクト調査の調査事項細目 昭和５０年度 畜産課

5133 6
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業①

昭和51年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
にかかる協議打合せについて

昭和５０年度
(起)昭51. 1.29
(決)昭51. 1.29

畜産課

5133 7
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業①

草地等効率利用促進プロジェクト調査ヒヤリング
資料（山梨県）

昭和５０年度 畜産課

5133 8
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業①

昭和40年度自給飼料課関係予算案概要 昭和５０年度 農林省畜産局

5134 1
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業②

昭和51年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
委託事業実績報告書の提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.18
(施)昭52. 3.18

畜産課

5134 2
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業②

昭和51年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
委託費概算払請求について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.30
(決)昭51.10. 5
(施)昭51.10. 5

畜産課

5134 3
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業②

昭和51年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
委託契約について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.29
(決)昭51. 7.30
(施)昭51. 7.30

畜産課

5134 4
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業②

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 3
(決)昭52. 3. 3
(施)昭52. 3. 3

畜産課

5134 5
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業②

草地等効率利用促進プロジェクト調査連絡会議構
成員について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.28
(決)昭52. 3. 3
(施)昭52. 3. 3

畜産課

5134 6
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業②

草地等効率利用促進プロジェクト調査について 昭和５１年度 (収)昭51. 8.10 畜産課

5134 7
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業②

草地等効率利用促進プロジェクト調査実施要領の
制定についてについて

昭和５１年度 (収)昭51. 6.23 関東農政局

5134 8
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業②

草地等効率利用促進プロジェクト調査候補地域申
出書の提出について

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 9
(決)昭51. 6. 9
(施)昭51. 6. 9

畜産課

5135 1
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (施)昭53. 1.18 畜産課

5135 2
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
委託事務費額の確定について

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 6
(決)昭53. 3. 6
(施)昭53. 3. 6

畜産課

5135 3
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査事業の委託
契約の締結について

昭和５２年度 (起)昭52.10.25 畜産課

5135 4
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査の委託契約
について

昭和５２年度 (起)昭52. 9.13 畜産課

5135 5
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度富士西麓地区草地等効率利用促進プロ
ジェクト調査委託費の額の確定について

昭和５２年度 (収)昭53. 2.13 関東農政局長

5135 6
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
委託事業実績報告書の提出について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.12.24
(決)昭52.12.24

畜産課

5135 7
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
（富士西麓地区）の委託締結について

昭和５２年度 (収)昭52. 7.12 関東農政局長

5135 8
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
の委託契約について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 6.17 畜産課

5135 9
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
（富士西麓地区）の委託について

昭和５２年度 (収)昭52. 6.15 関東農政局長
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5135 10
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度富士西麓地区草地等効率利用促進プロ
ジェクト調査連絡会の開催について

昭和５２年度 (起)昭53. 3.15 畜産課

5135 11
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (起)昭53. 2.27 畜産課

5135 12
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (起)昭53. 1.18 畜産課

5135 13
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

職員の派遣依頼について 昭和５２年度 (起)昭52.12.27 畜産課

5135 14
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査基本構想検
討幹事会の開催について

昭和５２年度 (起)昭52.12.27 畜産課

5135 15
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (起)昭52.12.22 畜産課

5135 16
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (起)昭52.12.13 畜産課

5135 17
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (起)昭52.12. 1 畜産課

5135 18
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (起)昭52.10. 6 畜産課

5135 19
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (起)昭52. 9.29 畜産課

5135 20
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
（富士西麓地区）打合せ会議の開催について

昭和５２年度 (起)昭52. 9.29 畜産課

5135 21
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せにつ
いて

昭和５２年度 (起)昭52. 9.17 畜産課

5135 22
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
の実施について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 7.27 畜産課

5135 23
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

草地等効率利用促進プロジェクト調査打合せ会に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 7.11
(施)昭52. 7.13

畜産課

5135 24
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業③

昭和52年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
説明会開催について

昭和５２年度 (起)昭52. 6.20 畜産課

5136 1
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

富士西ろく大規模な畜産地帯に（静岡新聞）　他 昭和５３年度 畜産課

5136 2
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

富士西麓地域畜産振興連絡協議会規約（案） 畜産課

5136 3
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

復命書（関東農政局で行われた草地等効率利用プ
ロジェクト調査関係打合せ）

昭和５３年度 (起)昭53. 7.10 畜産課

5136 4
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

富士西麓地域における治水及び畜産基地建設につ
いて　他

昭和５３年度 (起)昭53. 7. 7 畜産課

5136 5
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

富士西麓地区の調査費要求について（陳情） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.19 富士宮市

5136 6
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

富士西麓地区の調査費要求について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.22
(決)昭53. 6.22
(施)昭53. 6.22

畜産課
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5136 7
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

富士西麓地区の畜産基地の総合整備について 昭和５３年度 (起)昭53. 6.30 山梨県

5136 8
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

畜産振興会議次第 昭和５３年度 (起)昭53. 6.30 畜産課

5136 9
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

草地等効率利用促進プロジェクト調査について 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 1
(決)昭53. 6. 1

畜産課

5136 10
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業④

草地等効率利用促進プロジェクト調査について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.12
(決)昭53. 4.13
(施)昭53. 4.13

畜産課

5137 1
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑤

草地等効率利用促進プロジェクト調査等打合せ会
議の開催について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.28
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 3. 1

畜産課

5138 1
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度富士西麓地区草地等効率利用促進プロ
ジェクト調査委託費の額の確定について

昭和５４年度 (収)昭54. 6.21 関東農政局長

5138 2
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
委託事業実績報告書について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.20
(決)昭54. 3.26
(施)昭54. 3.26

畜産課

5138 3
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
（富士西麓地区）の委託契約の締結について

昭和５３年度 (収)昭53.10.19 関東農政局長

5138 4
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
委託事務費額の確定について

昭和５３年度 (起)昭54. 2.26 畜産課

5138 5
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

富士西麓地域畜産振興連絡協議会の開催について 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 5
(施)昭53. 8. 7

畜産課

5138 6
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

陳情書（富士西麓地域の治水対策について） 昭和５３年度 (収)昭53. 8.10
富士地区広域市
町村圏協議会

5138 7
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
の委託契約の締結について

昭和５３年度
(起)昭53.11.20
(決)昭53.11.30
(施)昭53.11.30

畜産課

5138 8
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

草地等効率利用促進プロジェクト調査の委託契約
について

昭和５３年度
(起)昭53.10. 4
(決)昭53.10.16

畜産課

5138 9
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

草地等効率利用プロジェクト調査委託事務実施計
画書

昭和５３年度 (収)昭53.12. 1 富士宮市

5138 10
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

草地等効率利用プロジェクト調査委託費概算払請
求書の提出について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 8
(施)昭54. 1. 9

畜産課

5138 11
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

富士西麓地区草地等効率利用促進プロジェクト調
査事業等打合せ次第

昭和５３年度 (起)昭53.12. 8 畜産課

5138 12
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
委託契約の再委託について

昭和５３年度
(起)昭53.10.19
(決)昭53.10.20
(施)昭53.10.21

畜産課

5138 13
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
（富士西麓地区）の委託契約の再委託について

昭和５３年度 (収)昭53.11.10 関東農政局長

5138 14
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度富士西麓地区草地等効率利用促進プロ
ジェクト調査事業等の打合せ会開催について

昭和５３年度
(起)昭53.11.17
(決)昭53.11.21

畜産課

5138 15
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

富士西麓地域畜産振興連絡協議会幹事会 昭和５３年度 (起)昭53.11. 2 畜産課

5138 16
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度富士西麓地域開発保全計画調査の水位
計設置場所等の了解について

昭和５３年度
(起)昭53.10.20
(決)昭53.10.24
(施)昭53.10.24

畜産課
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5138 17
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

富士西麓地域畜産振興連絡協議会の幹事会の開催
について

昭和５３年度
(起)昭53.10.11
(決)昭53.10.12
(施)昭53.10.14

畜産課

5138 18
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

復命書（富士西麓地域開発保全計画調査事業現地
打合せ会について）

昭和５３年度 (起)昭53. 9.30 畜産課

5138 19
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

昭和53年度草地等効率利用促進プロジェクト調査
の委託契約について

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 2
(決)昭53. 9. 8
(施)昭53. 9. 9

畜産課

5138 20
草地等効率利用促進プロジェクト
調査事業⑥

富士西麓地域畜産振興連絡協議会設立会議次第 昭和５３年度 (起)昭53. 8.17 畜産課

5139 1 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 礼状（３通） 昭和５４年度 (収)昭54. 5.22
掛川市立北中学
校　他

5139 2 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭
第30回静岡県中央植樹祭の協力者への礼状につい
て（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(施)昭54. 5.10

林政課

5139 3 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 あれから25年（1979掛川市制25周年記念） 昭和５４年度 (収)昭54. 4. 1 掛川市役所

5139 4 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 作文（緑の少年団活動） 井川中三年生徒

5139 5 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭
第30回静岡県中央植樹祭における県緑化推進委員
会委員長のあいさつ文について

昭和５４年度 (起)昭54. 4.11 林政課

5139 6 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭
第30回静岡県中央植樹祭における知事の挨拶文に
ついて（うかがい）

昭和５４年度 (起)昭54. 4.10 林政課

5139 7 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 ｢今日は県庁です｣資料 昭和５４年度 林政課

5139 8 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭（雨天用） 昭和５４年度
静岡県緑化推進
委員会

5139 9 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭（晴天用） 昭和５４年度
静岡県緑化推進
委員会

5139 10 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭（祝電） 昭和５４年度 焼津市　他

5139 11 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭（資料） 昭和５４年度 林政課

5139 12 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭招待者名簿 昭和５４年度 林政課

5139 13 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭関係資料 昭和５４年度 林政課

5139 14 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭
第30回静岡県中央植樹祭の各事業担当者の打合せ
について

昭和５４年度 (起)昭54. 4.20 林政課

5139 15 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭
第30回静岡県中央植樹祭用資料の印刷について
（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54. 4. 4 林政課

5139 16 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 静岡県中央植樹祭の開催について（打合せ） 昭和５４年度 林政課

5139 17 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 警察音楽隊の派遣申請について 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 4
(決)昭54. 4. 7
(施)昭54. 4.10

林政課
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5139 18 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭関係資料 昭和５４年度 林政課

5139 19 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 公用車の借用について（依頼） 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 2 林政課

5139 20 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭案内状の発送について 昭和５３年度 (起)昭54. 3.10 林政課

5139 21 昭和54年第30回静岡県中央植樹祭 第30回静岡県中央植樹祭関連資料 林政課

5140 1 森林計画関係綴 １ 昭和54年度森林計画関係業務報告について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.19
(決)昭55. 7.24
(施)昭55. 7.24

林政課

5140 2 森林計画関係綴 １
市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画
の見直しの方針について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.18 林野庁計画課

5140 3 森林計画関係綴 １
地域森林計画関係業務の実施にあたっての留意事
項について

昭和５５年度 (収)昭55. 7.16 林野庁計画課

5140 4 森林計画関係綴 １
富士地域森林計画現地調査に伴う東富士演習場へ
の立入申請について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.19
(決)昭55. 5.20
(施)昭55. 5.21

林政課

5140 5 森林計画関係綴 １
地方公共団体の事務又は事務遂行のための国有林
野への入林について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 7
(決)昭55. 6.10
(施)昭55. 6.10

林政課

5140 6 森林計画関係綴 １
昭和55年度森林計画関係業務担当者名簿の提出に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.23
(施)昭55. 4.23

林政課

5140 7 森林計画関係綴 １ 広葉樹林所在現況図の借用について 昭和５５年度 林政課

5140 8 森林計画関係綴 １
富士地域森林計画の樹立に関する打合わせ会開催
について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.23

林政課

5140 9 森林計画関係綴 １
富士地域森林計画樹立に係る基礎資料（森林所有
者）の提出について（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.22
(決)昭55. 4.25
(施)昭55. 4.25

林政課

5140 10 森林計画関係綴 １
富士地域森林計画区の計画樹立現地調査について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.15

林政課

5140 11 森林計画関係綴 １ 無料通行証発行申請書の提出について（伺い） 昭和５５年度 (起)昭55. 4. 7 林政課

5140 12 森林計画関係綴 １ 立入調査証の発行について 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 5
(決)昭55. 4. 8
(施)昭55. 4. 8

林政課

5141 1 森林計画関係綴 ２
森林計画関係業務打合せ中部ブロック会議に係る
復命書

昭和５５年度 (収)昭55.11. 4 林政課

5141 2 森林計画関係綴 ２ 森林計画中部ブロック協議会に係る復命書 昭和５５年度 (収)昭55.10.27 林政課

5142 1 森林計画関係綴 ３
富士地域森林計画の樹立ならびに天竜、大井、安
倍及び伊豆の各地域森林計画の一部変更について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 3
(決)昭56. 2. 7
(施)昭56. 2. 7

林政課

5143 1 森林計画関係綴 ４
富士地域森林計画書、静岡県の民有林及び地域森
林計画変更計画書等に係る受領書

昭和５５年度 (収)昭56. 3.25
県内各市町村及
び市町村森林組
合
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5143 2 森林計画関係綴 ４
富士地域森林計画並びに天竜、大井、安倍及び伊
豆地域森林計画変更計画の公表通知、縦覧依頼及
び報告について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 2.25
(施)昭56. 2.25

林政課

5144 1
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道開設事業国庫補助金の送金につい
て

昭和５２年度 (収)昭53. 3.11 林野庁林道課

5144 2
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道開設事業費補助金の交付決定の通
知について（第３次）

昭和５２年度 (収)昭53. 2.28 林野庁林道課

5144 3
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道事業（開設、改良、農免）国庫補
助金の概算払の請求について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.14
(決)昭53. 2.15
(施)昭53. 2.16

造林課

5144 4
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度民有林林道事業（開設、改良）国庫補
助金交付申請について（第３次）

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 9
(決)昭53. 2.10
(施)昭53. 2.10

造林課

5144 5
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度民有林林道事業第２次補正予算成立に
伴う補助金及び国庫債務負担行為額の内示につい
て

昭和５２年度 (収)昭53. 2. 4 林野庁林道課

5144 6
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度民有林林道事業に係る補正予算（案）
の内報について

昭和５２年度 (収)昭53. 2. 4 林野庁林道課

5144 7
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道開設事業国庫補助金の送金につい
て

昭和５２年度 (収)昭53. 1. 5 林野庁林道課

5144 8
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道開設事業費補助金の交付決定の通
知について（第２次）

昭和５２年度 (収)昭52.12.22 林野庁林道課

5144 9
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道事業（林道開設、改良、農免）国
庫補助金の概算払（第３四半期）の請求について

昭和５２年度
(起)昭52.11.17
(決)昭52.11.26
(施)昭52.11.26

造林課

5144 10
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度民有林林道事業（林道開設、改良）国
庫補助金交付申請について（第２次）

昭和５２年度
(起)昭52.11.26
(決)昭52.11.26
(施)昭52.11.26

造林課

5144 11
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道事業遂行状況報告について 昭和５２年度
(起)昭52.11.17
(決)昭52.11.17
(施)昭52.11.17

造林課

5144 12
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道開設事業国庫補助金の送金につい
て

昭和５２年度 (収)昭52.11. 5 林野庁林道課

5144 13
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度民有林林道事業補正予算国庫補助金の
内示について

昭和５２年度 (収)昭52.10.29 林野庁林道課

5144 14
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度民有林林道事業に係る補正予算（案）
の内報について

昭和５２年度 (収)昭52.10.14 林野庁林道課

5144 15
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道開設事業費補助金の交付決定の通
知について（第１次）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.19 林野庁林道課

5144 16
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度林道開設事業国庫補助金の概算払（第
１四半期）の請求について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.10
(施)昭52. 6.10

造林課

5144 17
昭和52年度林道開設事業国庫補助
金綴

昭和52年度民有林林道事業（林道開設、改良、農
免）国庫補助金交付申請について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.19
(決)昭52. 5.20
(施)昭52. 5.20

造林課

5145 1
昭和53年静岡県インドネシア株式
会社綴

静岡県インドネシア株式会社第七期定時株主総会
次第

昭和５３年度 (施)昭54. 3.29 林政課

5145 2
昭和53年静岡県インドネシア株式
会社綴

静岡県インドネシア株式会社取締役会次第 昭和５３年度 (施)昭54. 3. 6 林政課
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5145 3
昭和53年静岡県インドネシア株式
会社綴

静岡県インドネシア株式会社原木受入れに関する
小委員会議事録

昭和５３年度 (施)昭54. 2.10 林政課

5145 4
昭和53年静岡県インドネシア株式
会社綴

静岡県インドネシア株式会社取締役会次第 昭和５３年度 (施)昭53.11.25 林政課

5145 5
昭和53年静岡県インドネシア株式
会社綴

静岡県インドネシア株式会社取締役会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 9.25 林政課

5145 6
昭和53年静岡県インドネシア株式
会社綴

静岡県インドネシア株式会社取締役会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 7.13 林政課

5146 1 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の送
金について（53災）

昭和５５年度 (収)昭56. 3.30 林野庁長官

5146 2 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の送
金について（53災）

昭和５５年度 (収)昭56. 3. 5 林野庁長官

5146 3 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道災害復旧事業状況報告書の提出に
ついて（53災、54災、55災）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.20
(決)昭56. 1.21
(施)昭56. 1.21

造林課

5146 4 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業国庫補助金概算
払の請求について（53災、54災）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 9
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.12

造林課

5146 5 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業費補助金の交付
決定の通知について（53災）（第２次）

昭和５５年度 (収)昭55.12.11 農林水産大臣

5146 6 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当について（53災、55災）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 1
(決)昭55.10. 2
(施)昭55.10. 2

造林課

5146 7 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業補助金交付申請
書の提出について（53災、55災）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

造林課

5146 8 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業監督事務費補助
金交付申請書（53災）（第２次）

昭和５５年度 (施)昭55. 9.30 造林課

5146 9 55林道災害綴（53災）
昭和55年度民有林林道施設災害復旧事業費国庫補
助金の額の決定通知について

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 4 農林水産大臣

5146 10 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道災害復旧事業補助金交付申請書
（53災）

昭和５５年度 (施)昭55. 7. 9 造林課

5146 11 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当について（53災、54災）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.21 造林課

5146 12 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（53災、54災）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.16
(決)昭55. 5.19
(施)昭55. 5.19

造林課

5146 13 55林道災害綴（53災）
昭和55年度林道災害復旧事業監督事務費補助金交
付申請書（53災）

昭和５５年度 (施)昭55. 5.19 造林課

5147 1 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業国庫補助金送金
について（54災）

昭和５５年度 (収)昭56. 3.30 林野庁長官

5147 2 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業箇所別事業費及び補
助金の割当について（54災）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.20

造林課

5147 3 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の送
金について（54災）

昭和５５年度 (収)昭56. 3. 5 林野庁長官

5147 4 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業最終計画につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 3. 2
静岡林業事務所
林道課
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5147 5 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当の変更について（54災）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.21
(決)昭56. 2.23
(施)昭56. 2.23

造林課

5147 6 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業路線別事業費の
割当変更について

昭和５５年度 (収)昭56. 2.20 沼津林業事務所

5147 7 55林道災害綴（54災）
昭和55年度民有林林道施設災害復旧事業費国庫補
助金の額の決定通知について

昭和５５年度 (収)昭56. 2.20 農林水産大臣

5147 8 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業費補助金の交付
決定の通知について（54災）（第３次）

昭和５５年度 (収)昭56. 2.19 農林水産大臣

5147 9 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道事業（開設・改良・舗装・集落・
災害）国庫補助金の概算払の請求について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.10
(決)昭56. 2.18
(施)昭56. 2.18

造林課

5147 10 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業路線別事業費の
割当変更について

昭和５５年度 (収)昭56. 2.12 金谷林業事務所

5147 11 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業路線別事業費の
割当変更について

昭和５５年度 (収)昭56. 1.26 静岡林業事務所

5147 12 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業状況報告書の提出に
ついて（53災、54災、55災）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.20
(決)昭56. 1.21
(施)昭56. 1.21

造林課

5147 13 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業路線別（箇所
別）事業費の割当変更について（54災）

昭和５５年度 (収)昭55.12.20 金谷林業事務所

5147 14 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業国庫補助金概算
払の請求について（54災）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 9
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.12

造林課

5147 15 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当について（54災）

昭和５５年度 (起)昭55.12.25 造林課

5147 16 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（54災、55災）

昭和５５年度
(起)昭55.12.18
(決)昭55.12.19
(施)昭55.12.19

造林課

5147 17 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業監督事務費補助金交
付申請書（54災）（第３次）

昭和５５年度 (施)昭55.12.19 造林課

5147 18 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業路線別事業費の割当
変更について

昭和５５年度 (収)昭55.10. 1 天竜林業事務所

5147 19 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業路線別事業費の割当
変更について

昭和５５年度 (収)昭55. 7.24 天竜林業事務所

5147 20 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業費補助金の交付
決定の通知について（54災）（第２次）

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 4 農林水産大臣

5147 21 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当変更について（54災）

昭和５５年度 造林課

5147 22 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業路線別事業費の割当
変更について

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 1 天竜林業事務所

5147 23 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当変更について（54災）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.10
(施)昭55. 7.15

造林課

5147 24 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業費補助金交付申請書
の提出について（54災）（第２次）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.11
(決)昭55. 7.15
(施)昭55. 7.30

造林課

5147 25 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業監督事務費補助金交
付申請書（54災）（第２次）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.30 造林課
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5147 26 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業の箇所別実施計画書
の提出について

昭和５５年度 (収)昭55. 6.26 下田林業事務所

5147 27 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業路線別計画書に
ついて

昭和５５年度 (収)昭55. 6.30 沼津林業事務所

5147 28 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別実施計画
表の提出について（54年災）

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 3 静岡林業事務所

5147 29 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業費補助金の交付
決定の通知について（54災）（第１次）

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 9 農林水産大臣

5147 30 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業路線別事業費の
割当変更について

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 2 静岡林業事務所

5147 31 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当について（53災、54災）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.21
(施)昭55. 5.21

造林課

5147 32 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（53災、54災）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.16
(決)昭55. 5.19
(施)昭55. 5.19

造林課

5147 33 55林道災害綴（54災）
昭和55年度林道災害復旧事業監督事務費補助金交
付申請書（54災）（第１次）

昭和５５年度 (施)昭55. 5.19 造林課

5147 34 55林道災害綴（54災）
林道災害復旧事業施越工事箇所別調書の提出につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 5.16
(決)昭55. 5.19
(施)昭55. 5.19

造林課

5147 35 55林道災害綴（54災）
昭和55年度民有林林道施設災害復旧事業費国庫補
助金の額の決定通知について

昭和５５年度 (収)昭55. 4.11 農林水産大臣

5148 1 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の送
金について（55災）

昭和５５年度 (収)昭56. 3.30 林野庁長官

5148 2 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業費補助金の交付
決定の通知について（55災）（第３次）

昭和５５年度 (収)昭56. 3.23 農林水産大臣

5148 3 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当について（55災）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 6
(決)昭56. 3.10
(施)昭56. 3.10

造林課

5148 4 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業遂行状況報告及
び補助金概算払請求書の提出について（55災）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 2
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3. 7

造林課

5148 5 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（55災）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3. 7

造林課

5148 6 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業監督事務費補助金交
付申請書（55災）（第３次）

昭和５５年度 (施)昭56. 3. 7 造林課

5148 7 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業路線別事業費の割当
変更について

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 3 下田林業事務所

5148 8 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業路線別事業費の割当
変更について

昭和５５年度 (収)昭56. 1.28 天竜林業事務所

5148 9 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業費補助金の交付
決定の通知について（55災）（第２次）

昭和５５年度 (収)昭56. 1.23 農林水産大臣

5148 10 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業状況報告書の提出に
ついて（53災、54災、55災）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.20
(決)昭56. 1.21
(施)昭56. 1.21

造林課

5148 11 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業路線別事業費の割当
変更について

昭和５５年度 (収)昭55.12.20 天竜林業事務所
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5148 12 55林道災害綴（55災） 昭和55年度林道施設災害復旧事業について 昭和５５年度 (収)昭55.12.27 林野庁林道課

5148 13 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（54災、55災）

昭和５５年度
(起)昭55.12.18
(決)昭55.12.19
(施)昭55.12.19

造林課

5148 14 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業監督事務費補助金交
付申請書（55災）（第２次）

昭和５５年度 (施)昭55.12.19 造林課

5148 15 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業費補助金の交付
決定の通知について（55災）（第１次）

昭和５５年度 (収)昭55.12. 8 農林水産省

5148 16 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道施設災害復旧事業箇所別事業費及
び補助金の割当について（53災、55災）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 1
(決)昭55.10. 2
(施)昭55.10. 2

造林課

5148 17 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（53災、55災）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

林道課

5148 18 55林道災害綴（55災）
昭和55年度林道災害復旧事業監督事務費補助金交
付申請書（55災）（第１次）

昭和５５年度 (施)昭55. 9.30 林道課

5148 19 55林道災害綴（55災）
昭和55年度民有林林道施設災害復旧事業費国庫補
助金の額の決定通知について

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 4 農林水産大臣

5149 1
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

昭和53年発生林道災害復旧事業現地査定について
（伊豆大島近海地震災）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.24
(決)昭53. 2.25
(施)昭53. 2.25

造林課

5149 2
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

立会官の指名について 昭和５２年度 (収)昭53. 2.20 東海財務局長

5149 3
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

昭和53年発生伊豆大島近海地震による林道被害の
報告について（確定報告）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.13
(決)昭53. 2.13
(施)昭53. 2.13

造林課

5149 4
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

昭和53年発生災害に係る林道施設災害復旧事業の
現地査定について

昭和５２年度 (収)昭53. 2. 3 林野庁林道課長

5149 5
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

林業関係被害状況報告（伊豆大島近海地震災） 昭和５２年度 (起)昭53. 1.27 造林課

5149 6
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

昭和53年１月14日、15日発生伊豆大島近海地震災
害報告について（追加）

昭和５２年度 (収)昭53. 2. 3 下田林業事務所

5149 7
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

昭和53年発生伊豆大島近海地震による林道被害の
報告について（概況報告）

昭和５２年度
(起)昭53. 1.24
(決)昭53. 1.24
(施)昭53. 1.24

造林課

5149 8
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

林業関係被害状況報告（伊豆大島近海地震災） 昭和５２年度 (起)昭53. 1.20 造林課

5149 9
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

昭和53年１月14日、15日発生災害報告について
（報告）

昭和５２年度 (収)昭53. 1.19 下田林業事務所

5149 10
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

林業関係被害状況報告（伊豆大島近海地震） 昭和５２年度 (起)昭53. 1.18 造林課

5149 11
53発生災害綴（伊豆大島近海地震
林道災害）

林業関係被害状況報告（伊豆大島近海地震災） 昭和５２年度 (起)昭53. 1.17 造林課

5150 1
昭和54年度県単独林道明ヶ島線地
すべり調査業務委託報告書

昭和54年度 県単独林道明ヶ島線地すべり調査業
務委託報告書

昭和５４年度 (収)昭55. 3.  
株式会社建設基
礎調査設計事務
所
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5151 1
昭和55年度林道明ヶ島線地すべり
調査業務委託報告書

林道明ヶ島線の重要状況報告について 昭和５５年度 (収)昭56. 3. 6 金谷林業事務所

5152 1 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除費補助金の返還につ
いて

昭和５６年度 (収)昭56.10.26 林野庁長官

5152 2 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除事業補助金の額の確
定通知について

昭和５６年度 (収)昭56.10.26 農林水産大臣

5152 3 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除事業実績報告書につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 5
(決)昭56. 6.10
(施)昭56. 6.10

造林課

5152 4 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除事業国庫補助金の送
金について（第２回）

昭和５５年度 (収)昭56. 3.12 林野庁長官

5152 5 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除事業遂行状況報告及
び補助金前金払（又は概算払）請求書について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.10
(決)昭56. 2.13
(施)昭56. 2.14

造林課

5152 6 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除事業国庫補助金の送
金について

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 2 林野庁長官

5152 7 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除費補助金の交付決定
の通知について（第３次）

昭和５５年度 (収)昭56. 1.26 農林水産大臣

5152 8 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除事業補助金交付申請
書について（第３次）

昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.11.27
(施)昭55.11.27

造林課

5152 9 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度第３四半期森林病害虫等防除事業費補
助金の概算払請求について

昭和５５年度
(起)昭55.11.20
(決)昭55.11.20
(施)昭55.11.20

造林課

5152 10 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除費補助金の交付決定
の通知について（第２次）

昭和５５年度 (収)昭55.11. 7 農林水産大臣

5152 11 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度特別交付税の算定に係る基礎資料とし
ての森林病害虫等防除補助事業に要する経費調べ
について

昭和５５年度
(起)昭55.11.19
(決)昭55.11.19
(施)昭55.11.19

造林課

5152 12 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除事業補助金交付申請
書について（第２次）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.25
(決)昭55. 8.25
(施)昭55. 8.25

造林課

5152 13 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度松くい虫知事命令防除（秋期）に係る
標準単価について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.16
(施)昭55. 8.18

造林課

5152 14 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除費補助金の交付決定
の通知について

昭和５５年度 (収)昭55. 6.18 農林水産大臣

5152 15 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度森林病害虫等防除事業補助金交付申請
書について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 1
(施)昭55. 5. 1

造林課

5152 16 55松くい虫等補助金交付関係綴
昭和55年度松くい虫知事命令防除に係る標準単価
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.23
(施)昭55. 4.23

造林課

5153 1
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度森林害虫駆除事業委託費の額の確定お
よび返還について

昭和５６年度 (収)昭56.10.26 林野庁長官

5153 2
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除委託事業実績報告書
について

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 5
(決)昭56. 6.10
(施)昭56. 6.10

造林課

5153 3
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度森林害虫駆除事業委託費の送金につい
て（第２回）

昭和５５年度 (収)昭56. 3.12 林野庁長官
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5153 4
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除事業委託費概算払請
求について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.10
(決)昭56. 2.13
(施)昭56. 2.14

造林課

5153 5
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度森林害虫駆除事業委託費の送金につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 2 林野庁長官

5153 6
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除事業委託費概算払請
求について

昭和５５年度
(起)昭55.11.20
(決)昭55.11.20
(施)昭55.11.20

造林課

5153 7
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度農林水産大臣の命令等による森林病害
虫等防除委託事業変更委託契約書の送付について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.26 林野庁長官

5153 8
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除事業（秋期）におけ
る標準単価について

昭和５５年度 (収)昭55.10.24 農林水産大臣

5153 9
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除事業の変更委託契約
について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.27
(決)昭55. 8.27
(施)昭55. 8.27

造林課

5153 10
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除事業（秋期）におけ
る標準単価について（協議）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.16
(施)昭55. 8.18

造林課

5153 11
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

協力要請対象予定市町村及び森林組合等報告書 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 6
(決)昭55. 8. 6
(施)昭55. 8. 6

造林課

5153 12
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度農林水産大臣の駆除命令による松くい
虫防除事業とその一部委託並びに松くい虫国営防
除事業事業計画の変更について

昭和５５年度 (収)昭55. 8.23 林野庁長官

5153 13
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度農林水産大臣の命令等による森林病害
虫等防除事業の委託について

昭和５５年度 (収)昭55. 5.29 林野庁長官

5153 14
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫防除駆除措置実施対象者名簿
の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.19
(施)昭55. 5.19

造林課

5153 15
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除事業における標準単
価について（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 3 農林水産大臣

5153 16
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

協力要請対象予定市町村及び森林組合等報告書 昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 4.30

造林課

5153 17
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫防除の農林水産大臣命令に係
る対象予定者名簿の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 4.30

造林課

5153 18
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除事業の委託契約につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.24
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.25

造林課

5153 19
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度松くい虫国営防除事業における標準単
価について（協議）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.18
(決)昭55. 4.18
(施)昭55. 4.18

造林課

5153 20
55松くい虫国営防除受託事業関係
綴

昭和55年度農林水産大臣直接実施に係る特別防除
及び農林水産大臣の駆除命令による松くい虫防除
事業とその一部委託について

昭和５５年度 (収)昭55. 4.18 林野庁長官

5154 1 55森林病害虫等関係綴
昭和55年度松くい虫防除事業（春期）の実施状況
について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.12
(決)昭55. 7.12
(施)昭55. 7.12

造林課

5154 2 55森林病害虫等関係綴
森林病害虫等防除事業に使用した薬剤調べについ
て

昭和５５年度
(起)昭56. 3.16
(決)昭56. 3.16
(施)昭56. 3.16

造林課

5154 3 55森林病害虫等関係綴 穿孔性害虫被害実態調査について 昭和５５年度 (収)昭55. 4.14 林業試験場

831 ページ



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

5154 4 55森林病害虫等関係綴 昭和55年度松くい虫立木駆除計画（案） 昭和５５年度 金谷林業事務所

5154 5 55森林病害虫等関係綴
昭和55年度松くい虫防除事業（春期）の実施状況
について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.17
(施)昭55. 6.18

造林課

5155 1 55森林保護関係提出資料綴 松くい虫防除の実施状況について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.17
(決)昭56. 6.17
(施)昭56. 6.18

造林課

5155 2 55森林保護関係提出資料綴
森林病害虫等防除事業に使用した薬剤調べについ
て（55年度分）

昭和５６年度
(起)昭56. 6.15
(決)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.16

造林課

5155 3 55森林保護関係提出資料綴 松くい虫防除の実施状況について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.26
(施)昭55. 9.27

造林課

5155 4 55森林保護関係提出資料綴 松くい虫関連資料 昭和５５年度 造林課

5156 1
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）委託調査実
績報告書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 1
(決)昭56. 4. 9
(施)昭56. 4. 9

水産課

5156 2
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）における分
析業務の実績報告書について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.20

水産課

5156 3
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）に係る分析
業務の委託契約の締結について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.12
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.12

水産課

5156 4
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）に係る分析
業務の委託契約の締結について

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 2 水産課

5156 5
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）委託費の概
算払請求について

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 5
(施)昭56. 3. 5

水産課

5156 6
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）における分
析業務の実績報告について

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 2 水産課

5156 7
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）及び漁業公
害調査（ＰＣＢ）に係る分析業務の委託契約の締
結について

昭和５５年度 (起)昭55.11. 1 水産課

5156 8
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）に係る分析
業務の委託契約の締結について

昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.23

水産課

5156 9
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）に関する委
託契約の締結について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.12
(決)昭55. 8.14
(施)昭55. 8.14

水産課

5156 10
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）事業の受託
について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.25
(決)昭55. 7.25
(施)昭55. 7.25

水産課

5156 11
昭和55年度全国総点検調査（水銀
等）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）の実施につ
いて（回報）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.12
(決)昭55. 5.14
(施)昭55. 5.14

水産課

5157 1
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度漁業公害調査（ＰＣＢ）の実績報告書
の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 4. 4
(施)昭56. 4. 4

水産課

5157 2
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度漁業公害調査（ＰＣＢ）における分析
業務の実績報告書について

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 2 水産課

5157 3
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度田子の浦港前面水域の魚介類のＰＣＢ
等分析業務の完了報告について

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 5 水産課
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5157 4
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度ＰＣＢ等分析業務に係る委託契約の締
結について（供覧）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.12 水産課

5157 5
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度魚介類のＰＣＢ等分析業務の委託につ
いて

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 3

水産課

5157 6
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度漁業公害調査（ＰＣＢ）に係る分析業
務の委託契約について

昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.23

水産課

5157 7
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度全国総点検調査（水銀等）及び漁業公
害調査（ＰＣＢ）委託費の概算払請求について

昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.23
(施)昭55.10.23

水産課

5157 8
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度漁業公害調査（ＰＣＢ）に関する委託
契約の締結について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.16
(決)昭55. 8.19
(施)昭55. 8.19

水産課

5157 9
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度漁業公害調査（ＰＣＢ）事業の受託に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

水産課

5157 10
昭和55年度漁業公害調査（ＰＣ
Ｂ）（委託）

昭和55年度漁業公害調査（ＰＣＢ）の実施につい
て（回報）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.21
(施)昭55. 5.21

水産課

5158 1 遠州灘漁場開発調査（結果報告）
遠州灘魚場開発調査報告書（要約）の記者発表資
料

昭和５４年度 水産課

5158 2 遠州灘漁場開発調査（結果報告） 定例部長会議報告事項（資料） 昭和５４年度 水産課

5159 1
狩野川鉱さい流出事故生物影響調
査

全国総点検調査（水銀等）報告書 昭和５２年度 静岡県

5159 2
狩野川鉱さい流出事故生物影響調
査

狩野川水質調査結果について（資料） 昭和５３年度

5160 1 第２次沿岸漁場整備開発事業構想
静岡県沿岸魚場整備開発構想検討会の開催につい
て

昭和５５年度 (収)昭55. 8.14 水産部長

5160 2 第２次沿岸漁場整備開発事業構想
沿岸魚場整備開発基礎調査委託事業の委託につい
て（誘引）

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 2 水産庁長官

5160 3 第２次沿岸漁場整備開発事業構想 沿岸魚場整備開発基礎調査の実施手続について 昭和５５年度 (収)昭55. 7. 2 水産庁振興部長

5160 4 第２次沿岸漁場整備開発事業構想 第２回増養殖場造成事業報告会の開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.10 水産庁振興部長

5160 5 第２次沿岸漁場整備開発事業構想 昭和55年度　沿岸魚場開発事業 昭和５５年度 水産庁

5160 6 第２次沿岸漁場整備開発事業構想 大規模増殖場開発事業調査新規地区検討会資料 昭和５５年度 水産課

5161 1 義務増殖量調査について 昭和50、51年度義務増殖量調査について 昭和５１年度 (決)昭51.10. 8 水産課

5162 1
天竜川佐久間第２発電所水利使用
許可申請書

許可申請書 昭和５３年度 (収)昭53. 9.27
電源開発株式会
社

5163 1
昭和52年 温排水有効利用調査委
託事業Ⅱ（通産省委託）

昭和52年温排水有効利用調査に係る委託業務報告
書、委託費精算請求書の提出について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭53. 3.31 水産課

5163 2
昭和52年 温排水有効利用調査委
託事業Ⅱ（通産省委託）

昭和52年温排水有効利用調査実績報告書の提出に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 3.31
(決)昭53. 4. 1

水産課
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5163 3
昭和52年 温排水有効利用調査委
託事業Ⅱ（通産省委託）

温排水有効利用調査事業の運営費について（依
頼）

昭和５２年度
(起)昭52.12.22
(決)昭52.12.27
(施)昭52.12.27

水産課

5163 4
昭和52年 温排水有効利用調査委
託事業Ⅱ（通産省委託）

昭和52年温排水有効利用調査委託費の概算払請求
について

昭和５２年度
(起)昭52.12.12
(決)昭52.12.16

水産課

5164 1
漁業労働力関係例規綴（含修練
会）

漁業労働力対策事業実施要領の一部改正について 昭和５４年度 (起)昭54.10.12 水産課

5165 1
浮魚礁設置技術開発試験調査成果
報告書

浮魚礁設置技術開発試験調査成果報告書 昭和５３年度 水産試験場

5166 1 昭和55年度港勢集（１） 漁港の港勢調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.21
(決)昭56. 8.22
(施)昭56. 9. 5

漁港課

5166 2 昭和55年度港勢集（１） 漁港の港勢調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 2
(決)昭56. 6. 3
(施)昭56. 6. 8

漁港課

5166 3 昭和55年度港勢集（１） 漁港の港勢調査について 昭和５６年度 (収)昭56. 6. 1 水産庁

5167 1 昭和55年度港勢集（２） 漁港の港勢調査について 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 3
(決)昭55. 9. 5
(施)昭55. 9. 5

漁港課

5168 1 昭和55年度港湾統計 港湾統計　昭和45年度～昭和54年度 昭和５５年度 港湾課

5169 1 昭和55年港勢調査 港勢の変化に関する事例調査について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.19
(施)昭55. 5.21

漁港課

5170 1 昭和54年港勢調査 特定第３種漁港の港勢について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 5. 1
(施)昭55. 5. 2

漁港課

5170 2 昭和54年港勢調査 漁港の港勢調査について 昭和５５年度 (収)昭55.12.20 漁港課

5171 1 静岡県建設業審議会中間答申 静岡県建設業審議会の中間答申書の送付について 昭和５１年度 (起)昭51.10.22 管理課

5171 2 静岡県建設業審議会中間答申
建設業に対して行うべき育成指導方途について
（中間答申）

昭和５１年度
(起)昭51.10.12
(決)昭51.10.14
(施)昭51.10.16

管理課

5171 3 静岡県建設業審議会中間答申 建設業審議会における副知事の挨拶について 昭和５１年度 (起)昭51.10. 9 管理課

5171 4 静岡県建設業審議会中間答申 静岡県建設業審議会中間答申の印刷について 昭和５１年度 (起)昭51. 9. 5 管理課

5171 5 静岡県建設業審議会中間答申 静岡県建設業審議会第２小委員会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.22
(決)昭51. 9.27
(施)昭51. 9.27

管理課

5171 6 静岡県建設業審議会中間答申 静岡県建設業審議会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.22
(決)昭51. 9.27
(施)昭51. 9.27

管理課

5172 1
岳南広域都市計画事業富士市島田
土地区画整理事業

土地区画整理事業の施行に伴う国有地の地区編入
について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 3
(決)昭56. 3. 5
(施)昭56. 3. 5

公共用地課

5173 1
県営水田転換南伊豆地区第２工区
国有地の地区編入変更承認申請書

土地改良事業の施行に伴う国有地の地区編入変更
承認について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.17
(決)昭55. 9.19
(施)昭55. 9.22

公共用地課

5174 1
第１回・第２回引継幹事会用途廃
止申請書

建設省所管公共用財産の用途廃止について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

公共用地課
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5174 2
第１回・第２回引継幹事会用途廃
止申請書

用途廃止申請書の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.13
(施)昭55. 8.13

公共用地課

5174 3
第１回・第２回引継幹事会用途廃
止申請書

建設省所管公共用財産の用途廃止について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

公共用地課

5174 4
第１回・第２回引継幹事会用途廃
止申請書

用途廃止申請書の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.13
(施)昭55. 8.13

公共用地課

5174 5
第１回・第２回引継幹事会用途廃
止申請書

公共用財産の用途廃止可能証明について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8. 5
(施)昭55. 8. 5

公共用地課

5174 6
第１回・第２回引継幹事会用途廃
止申請書

建設省所管公共用財産の用途廃止について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.30
(決)昭55. 6.30
(施)昭55. 7. 1

公共用地課

5174 7
第１回・第２回引継幹事会用途廃
止申請書

用途廃止申請書の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.15
(決)昭55. 5.15
(施)昭55. 5.17

公共用地課

5174 8
第１回・第２回引継幹事会用途廃
止申請書

用途廃止申請書の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.17
(施)昭55. 6.18

公共用地課

5175 1
事業認定申請書（県道磐田天竜線
道路改築工事）

土地取得の完了について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 1
(施)昭55.12. 1

公共用地課

5175 2
事業認定申請書（県道磐田天竜線
道路改築工事）

事業認定申請書等の写しの縦覧終了及び意見書の
提出の有無について（報告）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.31
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

公共用地課

5176 1
事業認定申請書（浜松市総合健診
センター建設工事）

土地等の取得の完了について 昭和５６年度 (収)昭56. 9. 1 浜松市

5176 2
事業認定申請書（浜松市総合健診
センター建設工事）

土地収用法による事業の認定について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 2
(施)昭55.10. 7

公共用地課

5176 3
事業認定申請書（浜松市総合健診
センター建設工事）

土地収用法による事業認定申請書の審査結果等に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 8.26
(決)昭55. 8.26
(施)昭55. 8.26

公共用地課

5177 1 道路法第94条による譲与
道路法第94条協議について（市道タヤ中線（富士
宮市）他２件）

昭和５５年度 (収)昭56. 2.17
東海財務局静岡
財務部長

5177 2 道路法第94条による譲与
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 3
(決)昭56. 2. 5

公共用地課

5177 3 道路法第94条による譲与
道路法第94条協議について（町道役場海岸線（相
良町）他）

昭和５５年度 (収)昭55.10. 9
東海財務局静岡
財務部長

5177 4 道路法第94条による譲与
道路法第94条第２項の規定による国有財産（廃道
敷）の譲与について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.19

公共用地課

5178 1 廃川敷譲与申請書（初馬川）
河川法第93条第１項の規定による廃川敷地（国有
財産）の譲与について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 9
(決)昭56. 2.12
(施)昭56. 2.25

公共用地課

5179 1
道路法第90条第２項の規定に基づ
く譲与

公共用財産の用途廃止および道路法第90条第２項
の規定に基づく譲与について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.11
(施)昭55. 5. 6

公共用地課

5179 2
道路法第90条第２項の規定に基づ
く譲与

公共用財産の用途廃止および道路法第90条第２項
の規定に基づく譲与について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 5. 6

公共用地課

5180 1 国有財産の所属替 建設省所管国有財産の所属替について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.28
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

公共用地課

5181 1
県有財産（廃川敷）所属替（初馬
川）

県有財産（廃川敷）の所属替について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.13

公共用地課
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5182 1
県有財産（廃川敷）売払申請書
（初馬川）

県有財産（廃川敷）売払申請書 昭和５５年度 (収)昭56. 3.  掛川市

5183 1 道路の区域の変更及び供用開始 道路の供用の開始について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 3.27
(決)昭55. 3.30
(施)昭55. 4. 4

道路維持課

5183 2 道路の区域の変更及び供用開始
塘路の区域の変更及び道路の供用の開始について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 3.27
(決)昭55. 3.30
(施)昭55. 4. 4

道路維持課

5183 3 道路の区域の変更及び供用開始 道路区域の変更について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 7
(決)昭55. 5. 9
(施)昭55. 5.16

道路維持課

5183 4 道路の区域の変更及び供用開始
一般国道135号（53年災281号）迂回路について
（復命書）

昭和５５年度 (起)昭55. 4.21 道路維持課

5184 1
２級河川大賀茂川河川局部改良工
事　全体計画設計書

２級河川大賀茂川河川局部改良工事全体計画設計
書

昭和５４年度 河川課

5185 1
２級河川稲生沢川　激甚災害対策
特別緊急整備事業全体計画設計書

静岡県工事実施基本計画打合せ 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 3 河川課

5185 2
２級河川稲生沢川　激甚災害対策
特別緊急整備事業全体計画設計書

稲生沢川激甚災害対策特別緊急整備事業全体計画
設計書の提出について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 8
(決)昭51.12.20
(施)昭52. 1.18

河川課

5186 1
昭和55年度急傾斜地崩壊対策事業
計画書

昭和55年度急傾斜地崩壊対策事業計画書 昭和５５年度 砂防課

5187 1
湖西市大畑土地区画整理事業（組
合）組合設立認可申請書

湖西市大畑土地区画整理事業組合の理事の氏名等
の届出の受理及び公告について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.27
(施)昭53. 4.28

計画課

5187 2
湖西市大畑土地区画整理事業（組
合）組合設立認可申請書

湖西市大畑土地区画整理事業組合の設立認可につ
いて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.16
(決)昭53. 3.16
(施)昭53. 3.16

計画課

5188 1
静岡都市計画事業認可申請書追手
町自転車駐車場

都市計画事業の認可（静岡都市計画追手町自転車
駐車場事業認可申請書）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5.13
(施)昭55. 5.13

都市整備課

5189 1
静岡都市計画事業変更認可申請書
追手町自転車駐車場

都市計画事業事業計画の変更認可について（静岡
都市計画追手町自転車駐車場事業認可申請書）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3.14

都市整備課

5190 1
（仮称）全日空熱海（伊豆山）研
修所新築工事

風致地区内行為について（変更許可） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.20
(決)昭56. 2.21
(施)昭56. 2.21

都市整備課

5191 1 浜松城北工業高校校舎増築工事 風致地区内行為について（応諾） 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 5
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9. 8

都市整備課

5192 1
西遠広域都市計画都市高速鉄道東
海道本線鉄道高架事業変更認可申
請書

西遠広域都市計画都市高速鉄道事業（日本国有鉄
道東海道本線）浜松駅の変更認可申請について

昭和５４年度 (起)昭55. 2.14 都市整備課

5193 1 知事と語る会 県政懸談会発言要旨の送付について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.22 知事公室

5193 2 知事と語る会
昭和60年度「県民と知事話し合う会」にかかる意
見・提言について（照会）

昭和６０年度 (収)昭60.12.18 知事公室

5193 3 知事と語る会
昭和60年度「県民と知事と話し合う会」にかかる
知事手持資料の作成について（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 5.31 知事公室

5193 4 知事と語る会
昭和55年度「県民と知事と話し合う会」における
意見・要望に対するその後の処理状況結果につい
て

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 知事公室
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5193 5 知事と語る会
昭和55年度「県民と知事と話しあう会」における
発言に対するその後処理状況について（依頼）

昭和５６年度 (収)昭56.12.15 知事公室

5193 6 知事と語る会 駿東南地域県民会議の会議要旨について（送付） 昭和５６年度 (収)昭56.12. 5 知事公室

5193 7 知事と語る会 田方南地域県民会議の会議要旨について（送付） 昭和５６年度 (収)昭56.12. 5 知事公室

5193 8 知事と語る会 「知事と出先職員との話し合い」結果について 昭和５６年度 (収)昭56. 7.29 知事公室

5193 9 知事と語る会

昭和54年度及び昭和55年度「県民会議」並びに昭
和54年度「新しい地域作りをめざして知事と話し
あう会」における意見・要望に対するその後の処
理状況について（依頼）

昭和５６年度 (収)昭56. 4. 3 知事公室

5193 10 知事と語る会
「県民と知事と話しあう会」における発言及び陳
情に対する回答並びに検討結果について（依頼）

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 6 知事公室

5194 1
東駿河湾広域都市計画下水道事業
認可申請書

都市計画事業の認可について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.17
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.27

下水道課

5195 1
志太広域都市計画下水道事業変更
認可申請書　焼津市公共下水道
（汐入処理区）

都市計画事業事業計画の変更認可について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 6
(決)昭55. 6.14
(施)昭55. 6.24

下水道課

5196 1 都市計画事業認可申請書 都市計画事業の認可について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3.13

下水道課

5197 1 昭和53～55年度起債申請
昭和55年度　特別地方債（厚生年金還元融資によ
る住宅建設事業）の起債実施調書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.13
(施)昭55. 4.17

住宅建設課

5197 2 昭和53～55年度起債申請
昭和55年度　厚生年金還元融資による住宅建設事
業の変更について

昭和５５年度 (起)昭55.11.12 住宅建設課

5197 3 昭和53～55年度起債申請
昭和55年度　特別地方債（厚生年金還元融資によ
る住宅建設事業）の起債計画書の変更について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 6
(決)昭55.11. 7

住宅建設課

5197 4 昭和53～55年度起債申請
厚生年金保険積立金還元融資対象事業完了報告書
の提出について（昭和54年度分）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 3
(決)昭55. 7. 3
(施)昭55. 7. 7

住宅建設課

5197 5 昭和53～55年度起債申請
昭和55年度　特別地方債（厚生年金還元融資によ
る住宅建設事業）の起債計画書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.22

住宅建設課

5197 6 昭和53～55年度起債申請
昭和54年度　特別地方債（厚生年金還元融資によ
る住宅建設事業）の起債計画書の提出について

昭和５４年度 (起)昭54. 4.19 住宅建設課

5198 1
昭和54年度東部総合庁舎整備事業
別館建築工事

昭和55年度営繕工事設計変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 1.26
(決)昭56. 1. 7

営繕課

5198 2
昭和54年度東部総合庁舎整備事業
別館建築工事

昭和55年度営繕工事設計変更について 昭和５５年度 (起)昭55.10.14 営繕課

5198 3
昭和54年度東部総合庁舎整備事業
別館建築工事

工事請負契約書の変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 6. 5

営繕課

5198 4
昭和54年度東部総合庁舎整備事業
別館建築工事

監督員の通知について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 1
(施)昭55. 4. 1

営繕課

5198 5
昭和54年度東部総合庁舎整備事業
別館建築工事

昭和54年度営繕工事の変更契約について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.21 営繕課
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5198 6
昭和54年度東部総合庁舎整備事業
別館建築工事

入札執行伺 昭和５４年度 (起)昭55. 2.14 営繕課

5199 1
昭和54年度東部総合庁舎整備事業
別館建築工事　請負契約書

建設工事請負契約書 昭和５５年度 (施)昭55. 8.13 営繕課

5200 1
昭和55年度衛生環境センター建築
工事　請負契約書

建設工事請負契約書 昭和５５年度 (施)昭55.10.15 営繕課

5201 1
昭和55年度衛生環境センター建築
工事

建設工事変更請負契約書 昭和５６年度 (施)昭57. 1.12 営繕課

5202 1 昭和55年度天竜保健所建築工事 建設工事請負契約書 昭和５５年度 (施)昭55. 8.25 営繕課

5203 1
昭和55年度天竜保健所建築工事
（営繕第79号）

昭和55年度営繕工事設計変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 9
(決)昭56. 2.14

営繕課

5203 2
昭和55年度天竜保健所建築工事
（営繕第79号）

入札執行伺 昭和５５年度 (起)昭55. 7.18 営繕課

5204 1
昭和54年静岡県警察本部庁舎別館
及び静岡中央警察署庁舎建築工事
請負契約書

建設工事変更請負契約書 昭和５５年度 (施)昭56. 1.16 静岡県

5205 1
昭和54年静岡県警察本部庁舎別館
及び静岡中央警察署庁舎建築工事
請負契約書（営繕第12号）

昭和55年度営繕工事設計変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 7
(決)昭56. 1.16

営繕課

5205 2
昭和54年静岡県警察本部庁舎別館
及び静岡中央警察署庁舎建築工事
請負契約書（営繕第12号）

工事請負契約書の変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 6. 5

営繕課

5205 3
昭和54年静岡県警察本部庁舎別館
及び静岡中央警察署庁舎建築工事
請負契約書（営繕第12号）

昭和54年度営繕工事設計変更について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 2.28
(施)昭55. 2.28

営繕課

5205 4
昭和54年静岡県警察本部庁舎別館
及び静岡中央警察署庁舎建築工事
請負契約書（営繕第12号）

昭和54年度営繕工事の変更について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.25 営繕課

5205 5
昭和54年静岡県警察本部庁舎別館
及び静岡中央警察署庁舎建築工事
請負契約書（営繕第12号）

昭和54年度営繕工事の変更契約について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 5
(決)昭54. 9. 8
(施)昭54. 9. 8

営繕課

5205 6
昭和54年静岡県警察本部庁舎別館
及び静岡中央警察署庁舎建築工事
請負契約書（営繕第12号）

監督員の通知について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.14 営繕課

5206 1
昭和54年農業試験場建築工事（営
繕13号）　No.１

昭和54年度営繕工事設計変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.21
(決)昭55. 6.27

営繕課

5206 2
昭和54年農業試験場建築工事（営
繕13号）　No.１

工事請負契約書の変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 6. 5

営繕課

5206 3
昭和54年農業試験場建築工事（営
繕13号）　No.１

昭和54年度営繕工事の変更契約について 昭和５４年度 (起)昭54.10.23 営繕課

5206 4
昭和54年農業試験場建築工事（営
繕13号）　No.１

監督員の通知について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.14 営繕課

5206 5
昭和54年農業試験場建築工事（営
繕13号）　No.１

昭和54年度農業試験場建築工事の工期変更につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 6.15
(決)昭54. 7.10
(施)昭54. 7.10

営繕課
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5207 1
昭和54年農業試験場建築工事（営
繕13号）　No.２

建設工事請負契約書（昭和54年度農業試験場建築
工事）

昭和５４年度 (施)昭54. 7.14 静岡県

5208 1
昭和54年農業試験場建築工事（営
繕13号）　No.３

建設工事変更請負契約書（昭和54年度農業試験場
建築工事）

昭和５５年度 (施)昭55. 6.27 静岡県

5209 1
昭和55年栽培漁業センター建築工
事

建設工事変更請負契約書（昭和55年度栽培漁業セ
ンター建築工事）

昭和５５年度 (施)昭55.12.15 静岡県

5210 1
昭和55年栽培漁業センター建築工
事（営繕第164号）

昭和55年度営繕工事設計変更について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 6
(決)昭56. 6.18

営繕課

5210 2
昭和55年栽培漁業センター建築工
事（営繕第164号）

昭和55年度営繕工事設計変更について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10

営繕課

5210 3
昭和55年栽培漁業センター建築工
事（営繕第164号）

昭和55年度営繕工事の工期延長について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.24

営繕課

5210 4
昭和55年栽培漁業センター建築工
事（営繕第164号）

昭和55年度営繕工事設計変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 2
(決)昭56. 3. 6

営繕課

5211 1
昭和55年度東部看護専門学校建築
工事

竣功検査合格通知書 昭和５５年度 (施)昭56. 3. 9 営繕課

5211 2
昭和55年度東部看護専門学校建築
工事

完成届出書 昭和５５年度 (収)昭56. 2.21 営繕課

5211 3
昭和55年度東部看護専門学校建築
工事

昭和55年度営繕工事設計変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.27
(決)昭56. 2. 2

営繕課

5211 4
昭和55年度東部看護専門学校建築
工事

出来高歩合調書 昭和５５年度 (起)昭55.12.15 営繕課

5211 5
昭和55年度東部看護専門学校建築
工事

建築工事請負契約書 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 営繕課

5211 6
昭和55年度東部看護専門学校建築
工事

入札執行伺 昭和５５年度 (起)昭55. 7.19 営繕課

5212 1 昭和54年度出納検査書 昭和55年６月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5212 2 昭和54年度出納検査書 昭和55年５月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5212 3 昭和54年度出納検査書 昭和55年４月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5212 4 昭和54年度出納検査書 昭和55年３月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 5 昭和54年度出納検査書 昭和55年２月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 6 昭和54年度出納検査書 昭和55年１月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 7 昭和54年度出納検査書 昭和54年12月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 8 昭和54年度出納検査書 昭和54年11月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課
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5212 9 昭和54年度出納検査書 昭和54年10月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 10 昭和54年度出納検査書 昭和54年９月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 11 昭和54年度出納検査書 昭和54年８月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 12 昭和54年度出納検査書 昭和54年７月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 13 昭和54年度出納検査書 昭和54年６月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 14 昭和54年度出納検査書 昭和54年５月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5212 15 昭和54年度出納検査書 昭和54年４月分一般会計・特別会計 昭和５４年度 会計課

5213 1 昭和55年度出納検査書 昭和56年６月分一般会計・特別会計 昭和５６年度 会計課

5213 2 昭和55年度出納検査書 昭和56年５月分一般会計・特別会計 昭和５６年度 会計課

5213 3 昭和55年度出納検査書 昭和56年４月分一般会計・特別会計 昭和５６年度 会計課

5213 4 昭和55年度出納検査書 昭和56年３月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 5 昭和55年度出納検査書 昭和56年２月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 6 昭和55年度出納検査書 昭和56年１月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 7 昭和55年度出納検査書 昭和55年12月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 8 昭和55年度出納検査書 昭和55年11月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 9 昭和55年度出納検査書 昭和554年10月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 10 昭和55年度出納検査書 昭和55年９月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 11 昭和55年度出納検査書 昭和55年８月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 12 昭和55年度出納検査書 昭和55年７月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 13 昭和55年度出納検査書 昭和55年６月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5213 14 昭和55年度出納検査書 昭和55年５月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課
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5213 15 昭和55年度出納検査書 昭和55年４月分一般会計・特別会計 昭和５５年度 会計課

5214 1 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和61年度教科書採択事務 義務教育課

5214 2 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和59年度教科書採択事務 義務教育課

5214 3 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和58年度教科書採択事務 義務教育課

5214 4 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和57年度教科書採択事務 義務教育課

5214 5 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和56年度教科書採択事務 義務教育課

5214 6 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和55年度教科書採択事務 義務教育課

5214 7 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和54年度教科書採択事務 義務教育課

5214 8 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和52年度教科書採択事務 義務教育課

5214 9 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和51年度教科書採択事務 義務教育課

5214 10 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和50年度教科書採択事務 義務教育課

5214 11 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和49年度教科書採択事務 義務教育課

5214 12 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和45年度教科書採択事務 義務教育課

5215 1 昭和55年度芹沢銈介美術館
昭和55年度博物館建設費補助金の額の確定につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.15
(施)昭56. 4.17

文化課

5215 2 昭和55年度芹沢銈介美術館 博物館等建設費補助金交付決定について 昭和５５年度
(起)昭55.11.20
(決)昭55.12.10
(施)昭55.12.10

文化課

5216 1 富士市歴史民俗資料館建設事業
昭和55年度文化財保存事業費補助金の確定に関す
る報告書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

5216 2 富士市歴史民俗資料館建設事業
昭和55年度文化財保存施設整備費補助金の請求書
の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.11
(施)昭56. 4.11

文化課

5216 3 富士市歴史民俗資料館建設事業
昭和55年度文化財保存施設整備費補助金の額の確
定について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課

5216 4 富士市歴史民俗資料館建設事業
昭和55年度文化財保存施設整備費補助金交付決定
について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 6
(施)昭55.12. 6

文化課

5216 5 富士市歴史民俗資料館建設事業
昭和55年度文化財保存施設整備費補助金交付申請
書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.19
(決)昭55. 5.19
(施)昭55. 5.19

文化課

5216 6 富士市歴史民俗資料館建設事業 富士市歴史民俗資料館建設について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.27 文化課
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5216 7 富士市歴史民俗資料館建設事業
市町村立歴史民俗資料館建設に関する事前打合せ
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.15
(決)昭55. 4.18
(施)昭55. 4.18

文化課

5217 1
県指定無形民俗文化財島田鹿島踊
保存伝承事業

昭和55年度文化財保存費補助金額の確定について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 9
(決)昭55.12.15
(施)昭55.12.15

文化課

5217 2
県指定無形民俗文化財島田鹿島踊
保存伝承事業

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 6
(決)昭55.10.17
(施)昭55.10.17

文化課

5218 1
無形文化財記録保存事業（さざん
ざ織、糊流し染）

県指定無形文化財記録保存事業竣工検査 昭和５６年度 (起)昭56. 4.10 文化課

5218 2
無形文化財記録保存事業（さざん
ざ織、糊流し染）

委託契約の締結について 昭和５５年度
(起)昭55.10.27
(決)昭55.11.12
(施)昭55.12. 1

文化課

5219 1
昭和54年度下田職員住宅建築工事
契約書

建物工事請負契約書 昭和５４年度 (施)昭54. 9.12 職員厚生課

5220 1
昭和53年度下田単身赴任者住宅建
設工事契約書

建物工事請負契約書 昭和５３年度 (施)昭53. 6.16 職員厚生課

5221 1
昭和52年度静岡県富士職員住宅建
築工事

建設工事請負契約書 昭和５２年度 (施)昭52. 9. 9 職員厚生課

5222 1 昭和54年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.21

市町村課

5222 2 昭和54年度境界変更
浜松市と浜北市との境界変更の現地調査について
（復命）

昭和５４年度 (施)昭55. 1.19 市町村課

5222 3 昭和54年度境界変更 浜松市と浜北市との境界変更について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54.12.28
(決)昭55. 1.11
(施)昭55. 3.28

市町村課

5222 4 昭和54年度境界変更
浜松市と浜名郡雄踏町との境界変更の現地調査に
ついて（復命）

昭和５４年度 (施)昭55. 1.21 市町村課

5222 5 昭和54年度境界変更
浜松市と浜名郡雄踏町との境界変更について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54.12.28
(決)昭55. 1.11
(施)昭55. 3.28

市町村課

5223 1 昭和55年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.23

市町村課

5223 2 昭和55年度境界変更 磐田市と袋井市との境界変更について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 3
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2. 9

市町村課

5223 3 昭和55年度境界変更
磐田市と袋井市との境界変更の現地調査について
（復命）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 3
(決)昭56. 2. 5

市町村課

5223 4 昭和55年度境界変更
袋井市と豊岡村との境界変更の現地調査について
（復命）

昭和５５年度 (施)昭55. 4.25 市町村課

5223 5 昭和55年度境界変更 袋井市と豊岡村との境界変更について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 4.28
(決)昭55. 5.15

市町村課

5223 6 昭和55年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 9
(決)昭55. 7.12

市町村課

5224 1
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（袋井市）

昭和５３年度 (収)昭53. 9. 9 袋井市長

5224 2
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（志太２市２町環境衛生組合）

昭和５３年度 (収)昭53.11.21 焼津市長
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5224 3
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（三島市）

昭和５３年度 (収)昭53.12. 1 三島市長

5224 4
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（裾野長泉清掃施設組合）

昭和５３年度 (収)昭53. 7.14 長泉町長

5224 5
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（小山町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.31 小山町長

5224 6
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（榛原町）

昭和５３年度 (収)昭53. 6.19 榛原町長

5224 7
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（賀茂郡松崎町）

昭和５３年度 (収)昭53. 7. 4 松崎町長

5224 8
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（榛原郡吉田町）

昭和５３年度 (収)昭53. 7.12 吉田町長

5224 9
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（大須賀町）

昭和５３年度 (収)昭53. 6.22 大須賀町長

5224 10
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（沼津市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.31 沼津市長

5224 11
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（清水市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.15 清水市長

5224 12
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（熱海市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.31 熱海市長

5224 13
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（伊東市）

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 8 伊東市長

5224 14
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（島田市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.22 島田市長

5224 15
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（磐田市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.24 磐田市長

5224 16
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（焼津市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.19 焼津市長

5224 17
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（掛川市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.24 掛川市長

5224 18
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（藤枝市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.22 藤枝市長

5224 19
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（天竜市）

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 7 天竜市長

5224 20
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（浜北市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.31 浜北市長

5224 21
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（湖西市）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.24 湖西市長

5224 22
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（賀茂郡東伊豆町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.19 東伊豆町長

5224 23
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（賀茂郡西伊豆町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.26 西伊豆町長
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5224 24
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（賀茂郡賀茂村）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.31 賀茂村長

5224 25
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（田方郡伊豆長岡町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.27 伊豆長岡町長

5224 26
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（土肥町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.17 土肥町長

5224 27
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（田方郡韮山町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.31 韮山町長

5224 28
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（中伊豆町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.18 中伊豆町長

5224 29
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（芝川町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.17 芝川町長

5224 30
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（富士川町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.13 富士川町長

5224 31
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（庵原郡蒲原町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.18 蒲原町長

5224 32
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（庵原郡由比町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.17 由比町長

5224 33
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（志太郡岡部町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.16 岡部町長

5224 34
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（御前崎町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.24 御前崎町長

5224 35
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（相良町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.24 相良町長

5224 36
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（榛原郡金谷町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.23 金谷町長

5224 37
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（榛原郡川根町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.22 川根町長

5224 38
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（榛原郡中川根町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.23 中川根町長

5224 39
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（榛原郡本川根町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.18 本川根町長

5224 40
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（小笠町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.25 小笠町長

5224 41
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（周知郡森町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.25 森町長

5224 42
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（磐田郡竜洋町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.22 竜洋町長

5224 43
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（磐田郡豊岡村）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.25 豊岡村長

5224 44
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（磐田郡龍山村）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.22 龍山村長
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5224 45
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（磐田郡佐久間町）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.31 佐久間町長

5224 46
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（引佐郡三ケ日町）

昭和５３年度 (収)昭53. 6.12 三ヶ日町長

5224 47
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（島田市金谷町衛生消防組合）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.27 島田市長

5224 48
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（磐南厚生施設組合）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.20 磐田市長

5224 49
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（小笠地区消防組合）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.15
小笠地区消防組
合管理者

5224 50
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（菊川町小笠町保健衛生組合）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.31 菊川町長

5224 51
昭和52年度市町村振興資金貸付対
象事業

昭和52年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書（国民宿舎遠州ふくで荘）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.23 福田町長

5225 1
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

予備監査について 昭和５６年度 (収)昭56. 5.30 監査第２課長

5225 2
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

復命書 昭和５６年度 (起)昭56. 7.10 地域振興課

5225 3
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

市町村コミュニティづくり推進協議会運営打合せ
会について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.19
(決)昭56. 2.20
(施)昭56. 2.20

地域振興課

5225 4
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

コミュニティカレッジ「閉校式」の知事祝辞につ
いて

昭和５５年度 (起)昭55.10.27 地域振興課

5225 5
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

知事祝辞の施行について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.11 地域振興課

5225 6
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

静岡県コミュニティづくり推進協議会への静岡県
町内会自治会区長会連合会の加入について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.10
(決)昭55. 6.13
(施)昭55. 6.13

地域振興課

5225 7
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

静岡県コミュニティづくり推進協議会第１回企画
会議の開催について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 9
(決)昭55. 5.10
(施)昭55. 5.10

地域振興課

5225 8
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

「静岡県コミュニティづくり推進協議会」昭和55
年度定期総会の知事祝辞について

昭和５５年度 (起)昭55. 4.30 地域振興課

5225 9
コミュニティづくり推進協議会関
係綴

第10回「あすの地域社会を築く住民活動賞」の実
施に対する後援について

昭和５４年度 (起)昭54. 7.24 地域振興課

5226 1 コミュニティづくり懇談会 第３回コミュニティづくり懇談会開催について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.11
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.12

地域振興課

5226 2 コミュニティづくり懇談会 コミュニティづくり懇談会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.11.18
(決)昭55.11.20
(施)昭55.11.21

地域振興課

5226 3 コミュニティづくり懇談会 コミュニティづくり懇談会の設置について 昭和５５年度
(起)昭55.11.20
(決)昭55.11.22
(施)昭55.11.22

地域振興課

5226 4 コミュニティづくり懇談会 コミュニティづくり懇談会の実施について 昭和５５年度 (起)昭55.10.24 地域振興課

5226 5 コミュニティづくり懇談会 コミュニティづくり懇談会の実施要領について 昭和５５年度 (起)昭55.10.23 地域振興課
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5227 1
危険な動物の飼育及び保管に関す
る条例検討資料

法令審議委員会資料 昭和５４年度 自然保護課

5228 1 昭和51～55年県議会資料 昭和52年２月県議会資料 昭和５１年度 学事文書課

5228 2 昭和51～55年県議会資料 昭和52年６月県議会資料 昭和５２年度 学事文書課

5228 3 昭和51～55年県議会資料 昭和52年９月県議会資料 昭和５２年度 学事文書課

5228 4 昭和51～55年県議会資料 昭和52年11月県議会資料 昭和５２年度 学事文書課

5228 5 昭和51～55年県議会資料 昭和53年２月県議会資料 昭和５２年度 学事文書課

5228 6 昭和51～55年県議会資料 昭和53年６月県議会資料 昭和５３年度 学事文書課

5228 7 昭和51～55年県議会資料 昭和53年９月県議会資料 昭和５３年度 学事文書課

5228 8 昭和51～55年県議会資料 昭和54年２月県議会資料 昭和５３年度 学事文書課

5228 9 昭和51～55年県議会資料 昭和54年６月県議会資料 昭和５４年度 学事文書課

5228 10 昭和51～55年県議会資料 昭和54年９月県議会資料 昭和５４年度 学事文書課

5228 11 昭和51～55年県議会資料 昭和54年11月県議会資料 昭和５４年度 学事文書課

5228 12 昭和51～55年県議会資料 昭和55年２月県議会資料 昭和５４年度 学事文書課

5229 1
昭和51年７月11日の伊豆半島を中
心とする大雨一括綴

感謝状の贈呈について 昭和５１年度
(起)昭51. 8. 2
(決)昭51. 8. 3

消防防災課

5229 2
昭和51年７月11日の伊豆半島を中
心とする大雨一括綴

「７月11日の伊豆半島を中心とする静岡地方の大
雨」による災害の応急復旧等に協力した団体の調
べについて

昭和５１年度 (起)昭51. 7.29 消防防災課

5229 3
昭和51年７月11日の伊豆半島を中
心とする大雨一括綴

参議院災害対策特別委員会の要望について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.31 消防防災課

5230 1
伊豆大島近海地震（被害状況　河
津町）

河津町被害状況綴 昭和５２年度 消防防災課

5231 1
伊豆大島近海地震（概要・災害
誌）

1978年伊豆大島近海の地震の概要・災害誌 昭和５２年度 消防防災課

5232 1
伊豆大島近海地震（天城湯ヶ島
町）

天城湯ヶ島町被害状況綴 昭和５２年度 消防防災課

5233 1 伊豆大島近海地震（東伊豆町） 東伊豆町被害状況綴 昭和５２年度 消防防災課
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5234 1
伊豆大島近海地震被害状況（被害
全般、その他）

全般被害綴 昭和５２年度 消防防災課

5235 1
伊豆大島近海地震被害状況（国
鉄・伊豆急復旧）

国鉄伊豆急行復旧 昭和５２年度 消防防災課

5236 1
伊豆大島近海地震被害状況（1978
年大島近海の地震）

1978年伊豆大島近海の地震の資料綴 昭和５２年度 消防防災課

5237 1
伊豆大島近海地震被害状況（土木
部関係）

公共土木施設災害集計表（昭和53年２月８日現
在）綴

昭和５２年度 消防防災課

5238 1
伊豆大島近海地震被害状況（市町
村からの情報）

日報（２月20日までの市町村等からの情報） 昭和５２年度 消防防災課

5239 1
伊豆大島近海地震被害状況（衛生
部関係）

衛生部関係被害情報（昭和53年２月９日現在） 昭和５２年度 消防防災課

5240 1
伊豆大島近海地震被害状況（観光
客）

観光客の状況（１月14日～15日の２日分） 昭和５２年度 消防防災課

5241 1
伊豆大島近海地震被害状況（自衛
隊）

伊豆大島近海の地震における災害派遣の経費負担
区分に関する協定書

昭和５２年度 (起)昭53. 3.14 消防防災課

5241 2
伊豆大島近海地震被害状況（自衛
隊）

1978年伊豆大島近海の地震における災害派遣の経
費負担区分に関する協定書の締結について

昭和５２年度 (起)昭53. 3. 1 消防防災課

5241 3
伊豆大島近海地震被害状況（自衛
隊）

自衛隊に対する謝辞について 昭和５２年度 (起)昭53. 1.28 消防防災課

5242 1
伊豆大島近海地震被害状況（市町
村最終報告書）

市町村被害状況報告書（最終報告） 昭和５２年度 消防防災課

5243 1
伊豆大島近海地震被害状況（避難
状況）

避難状況（１月19日～26日） 昭和５２年度 消防防災課

5244 1
伊豆大島近海地震被害状況（給
水）

給水関係 昭和５２年度 消防防災課

5245 1
伊豆大島近海地震被害状況（市町
村被害）

市町村被害状況報告書 昭和５２年度 消防防災課

5246 1
伊豆大島近海地震被害状況（指示
指令）

災害対策本部の廃止について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.21 消防防災課

5246 2
伊豆大島近海地震被害状況（指示
指令）

気象情報による監視体制の強化について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.10 消防防災課

5246 3
伊豆大島近海地震被害状況（指示
指令）

臨時仮設電話の設置について 昭和５２年度
(起)昭53. 2. 8
(決)昭53. 2. 9

消防防災課

5246 4
伊豆大島近海地震被害状況（指示
指令）

災害対策本部の設置について 昭和５２年度 (起)昭53. 1.14 消防防災課

5246 5
伊豆大島近海地震被害状況（指示
指令）

災害対策本部下田支部の設置について 昭和５２年度 (起)昭53. 1.14 消防防災課

5246 6
伊豆大島近海地震被害状況（指示
指令）

東部指令の解除について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.21
(決)昭53. 1.21

消防防災課

5247 1
伊豆大島近海地震被害状況（電
気・ガス・電話の被害と復旧）

電気・ガス・電話の被害と復旧綴 昭和５２年度 消防防災課
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5248 1
伊豆大島近海地震被害状況（市町
村からの要請）

市町村（支部）からの要請 昭和５２年度 消防防災課

5249 1
伊豆大島近海地震被害状況（人的
被害）

人的被害報告綴 昭和５２年度 消防防災課

5250 1
伊豆大島近海地震被害状況（余震
情報）

余震情報綴 昭和５２年度 消防防災課

5251 1 伊豆大島近海の地震に関する速報 強震速報 Ｎo.13 昭和５２年度 科学技術庁

5251 2 伊豆大島近海の地震に関する速報
1978年伊豆大島近海の地震被害調査報告書（速
報）の供覧について

昭和５２年度 (起)昭53. 2. 3 消防防災課

5252 1
伊豆大島近海地震に伴う感謝状の
贈呈について

伊豆大島近海地震に伴う感謝状の贈呈について 昭和５２年度
(起)昭53. 2. 4
(決)昭53. 2.13
(施)昭53. 2.22

消防防災課

5252 2
伊豆大島近海地震に伴う感謝状の
贈呈について

「1978年伊豆大島近海の地震」による災害の応急
復旧等に協力した団体の調べについて

昭和５２年度
(起)昭53. 1.31
(決)昭53. 1.31
(施)昭53. 1.31

消防防災課

5253 1
伊豆大島近海地震被害状況（商工
部）

伊豆大島近海地震の被害状況について（商工部） 昭和５２年度 消防防災課

5254 1
伊豆大島近海地震被害状況（農地
森林部）

伊豆大島近海地震の被害状況について（農地森林
部）

昭和５２年度 消防防災課

5255 1
伊豆大島近海地震被害状況（都市
住宅部他）

伊豆大島近海地震の被害状況について（都市住宅
部）

昭和５２年度 消防防災課

5255 2
伊豆大島近海地震被害状況（都市
住宅部他）

伊豆大島近海地震の被害状況について（労働部） 昭和５２年度 消防防災課

5255 3
伊豆大島近海地震被害状況（都市
住宅部他）

伊豆大島近海地震の被害状況について（企業局） 昭和５２年度 消防防災課

5256 1
伊豆大島近海地震被害状況（農業
水産部）

伊豆大島近海地震の被害状況について（農業水産
部）

昭和５２年度 消防防災課

5257 1
伊豆大島近海地震被害状況（教育
委員会）

伊豆大島近海地震の被害状況について（教育委員
会）

昭和５２年度 消防防災課

5258 1
液化石油ガス保安検査・検査実務
委託関係

液化石油ガス埋蔵施設の検査結果について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.27
(決)昭54. 3. 2
(施)昭54. 3. 2

消防防災課

5258 2
液化石油ガス保安検査・検査実務
委託関係

液化石油ガス保安検査事務委託について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 7
(決)昭53. 4.14
(施)昭53. 4.19

消防防災課

5258 3
液化石油ガス保安検査・検査実務
委託関係

液化石油ガス保安検査の実施について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 3
(決)昭53. 4. 4
(施)昭53. 4. 4

消防防災課

5258 4
液化石油ガス保安検査・検査実務
委託関係

液化石油ガス保安検査の結果について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.30
(決)昭53. 3.30
(施)昭53. 3.30

消防防災課

5258 5
液化石油ガス保安検査・検査実務
委託関係

液化石油ガス保安検査検査実務委託について 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 8
(決)昭52. 4. 9
(施)昭52. 4.11

消防防災課

5258 6
液化石油ガス保安検査・検査実務
委託関係

昭和52年度保安検査の実施について 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 9
(決)昭52. 4.11
(施)昭52. 4.11

消防防災課

5259 1
液化石油ガス貯蔵所等点検指導調
査委託関係

液化石油ガス貯蔵所等点検指導調査委託について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.14
(決)昭53. 9.28
(施)昭53. 9.29

消防防災課
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5259 2
液化石油ガス貯蔵所等点検指導調
査委託関係

液化石油ガス貯蔵所等点検指導調査委託について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.12
(決)昭52. 9.26
(施)昭52. 9.26

消防防災課

5260 1
ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器
開発促進委員会関係　No.１

耐震しゃ断バルブ設置のための基礎的な実験の視
察について

昭和５５年度 (起)昭55.11. 4 消防防災課

5260 2
ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器
開発促進委員会関係　No.１

ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器開発促進委員会
の開催について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.28
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.30

消防防災課

5260 3
ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器
開発促進委員会関係　No.１

ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器開発促進委員会
委員の委嘱について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.28
(決)昭55. 7.28
(施)昭55. 7.28

消防防災課

5261 1
ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器
開発促進委員会関係　No.２

第６回開発促進委員会議開催について 昭和５５年度
静岡県プロパン
ガス協会

5261 2
ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器
開発促進委員会関係　No.２

ＬＰガス供給設備に設置する耐震自動ガスしゃ断
器に関する実験報告書

昭和５５年度
静岡県ＬＰガス
用開発促進委員
会

5261 3
ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器
開発促進委員会関係　No.２

第４回開発促進委員会議開催について 昭和５５年度
静岡県プロパン
ガス協会

5261 4
ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器
開発促進委員会関係　No.２

液化石油ガス施設地震対策打合せ会議の開催につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55.12.12
山梨県県民生活
局長

5261 5
ＬＰガス用耐震自動ガスしゃ断器
開発促進委員会関係　No.２

開発促進委員会議開催について 昭和５５年度
静岡県プロパン
ガス協会

5262 1 南米訪問団
ペルー移民80執念記念静岡県南米訪問団実行委員
会

昭和５３年度 後継者養成課

5262 2 南米訪問団 静岡県南米訪問団 昭和５３年度 後継者養成課

5263 1 海外移住者実態調査 海外移住者実態調査結果概要 昭和５４年度 後継者養成課

5264 1
ブラジル日本語学校連合会訪日団
関係

ブラジル日本語学校連合会の児童及び教師代表の
県知事表敬時の挨拶について

昭和５５年度 (起)昭55. 7.11 後継者養成課

5264 2
ブラジル日本語学校連合会訪日団
関係

ブラジル日本語学校連合会の児童作品展の広報依
頼について

昭和５５年度 (起)昭55. 7. 4 後継者養成課

5264 3
ブラジル日本語学校連合会訪日団
関係

ブラジル児童展の開催のお願い 昭和５４年度 (収)昭54.12.28 後継者養成課

5265 1
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

昭和54年度工業整備特別地域整備促進に関する要
望書の提出について

昭和５３年度 (起)昭53.11. 7 企画調査課

5265 2
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

復命書（工業整備特別地域開発促進協議会現地研
修）

昭和５３年度 (起)昭53.10.17 企画調査課

5265 3
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工業整備特別地域整備促進協議会の昭和53年度現
地研修会の実施について

昭和５３年度 (収)昭53. 9. 6
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 4
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工特協課長幹事会の開催について 昭和５３年度 (収)昭53. 6.26
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 5
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

昭和54年度工業整備特別地域の整備に関する要望
について

昭和５３年度 (起)昭53. 6.12 企画調査課
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5265 6
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

昭和54年度工業整備特別地域の整備に関する要望
について

昭和５３年度 (起)昭53. 6. 7 企画調査課

5265 7
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工特協課長幹事会の開催について 昭和５３年度 (収)昭53. 4.25
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 8
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

新産業都市及び工業整備特別地域に係る事業進捗
状況及び問題点のヒヤリング

昭和５２年度 (収)昭52. 8.15
国土庁長官官房
参事官

5265 9
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

昭和52年度現地研修会の開催について 昭和５２年度 (収)昭52. 9. 5
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 10
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工業整備特別地域開発促進協議会研究会開催につ
いて

昭和５２年度 (収)昭53. 1.19 山口県企画部長

5265 11
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工特協課長幹事会の開催について 昭和５２年度 (収)昭52.11.29
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 12
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工特協課長幹事会の開催について 昭和５２年度 (収)昭52. 6.13
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 13
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

昭和53年度工業整備特別地域の整備に関する要望
について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.11
(施)昭52. 6.11

企画調査課

5265 14
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

昭和53年度工業整備特別地域の整備に関する要望
について

昭和５２年度
(起)昭52. 6. 6
(決)昭52. 6. 6
(施)昭52. 6. 6

企画調査課

5265 15
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工特協総会の開催について 昭和５２年度 (収)昭52. 5.17
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 16
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工特協課長幹事会の開催について 昭和５２年度 (収)昭52. 4.15
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 17
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

合同研修会の開催について 昭和５１年度 (収)昭52. 2. 8
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 18
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

新産工特の合同会議について 昭和５１年度 (収)昭51.11. 8
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 19
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

新産工特改訂計画素案に対する意見交換について 昭和５１年度 (収)昭51.10. 5
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 20
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

現地研修会の開催について 昭和５１年度 (収)昭51. 9.14
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 21
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工業整備特別地域の整備促進に関する要望書
（案）について

昭和５１年度 (収)昭51. 8. 9
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 22
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工特協課長幹事会の開催について 昭和５１年度 (収)昭51. 4.21
工業整備特別地
域開発促進協議
会

850 ページ



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

5265 23
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

工特協課長幹事会の開催について 昭和５０年度 (収)昭51. 2. 6
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5265 24
東駿河湾地区工業整備特別地域関
係

総会の開催について 昭和５１年度 (収)昭51. 5.14
工業整備特別地
域開発促進協議
会

5266 1
工業整備特別地域の事業進捗状況
と問題点調査

工業整備特別地域に係る事業進捗状況及び問題点
の調査について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.16 企画調査課

5266 2
工業整備特別地域の事業進捗状況
と問題点調査

工業整備特別地域整備事業に関する資料について 昭和５５年度 (収)昭55. 9.16 企画調査課

5266 3
工業整備特別地域の事業進捗状況
と問題点調査

工業整備特別地域に係る事業進捗状況及び問題点
調査について

昭和５５年度 (収)昭55. 8.20 企画調査課

5266 4
工業整備特別地域の事業進捗状況
と問題点調査

工業整備特別地域に係る事業進捗状況及び問題点
調査について

昭和５４年度 (収)昭54. 8.30 企画調査課

5267 1
昭和55年度国土数値情報整備調査
公共施設調査　公共施設台帳帳表　
１／２

昭和55年度国土数値情報整備調査公共施設調査　
公共施設台帳帳表　１／２

昭和５５年度 企画調査課

5268 1
昭和55年度国土数値情報整備調査
公共施設調査　公共施設台帳帳表　
２／２

昭和55年度国土数値情報整備調査公共施設調査　
公共施設台帳帳表　２／２

昭和５５年度 企画調査課

5269 1 用水事業推進協力会関係 第15回総会議案　天竜川下流用水事業推進協力会 昭和５２年度 水対策調整課

5269 2 用水事業推進協力会関係 第８回通常総会議案　中遠工業用水道協力会 昭和５２年度 水対策調整課

5269 3 用水事業推進協力会関係 第９回臨時総会議案　中遠工業用水道協力会 昭和５２年度 水対策調整課

5269 4 用水事業推進協力会関係 寺谷用水年報　寺谷用水土地改良区 昭和５１年度 水対策調整課

5269 5 用水事業推進協力会関係 国営天竜下流地区関連年報　寺谷用水土地改良区 昭和５１年度 水対策調整課

5270 1 電子計算組織運営委員会 新規電子計算化適用業務の決定について 昭和５２年度
(起)昭52.12.21
(決)昭52.12.26
(施)昭52.12.26

電子計算課

5270 2 電子計算組織運営委員会 第11回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５２年度
(起)昭52.12.20
(決)昭52.12.21
(施)昭52.12.21

電子計算課

5270 3 電子計算組織運営委員会 新規電子計算化適用業務の決定について 昭和５２年度
(起)昭52.11.19
(決)昭52.11.24
(施)昭52.11.24

電子計算課

5270 4 電子計算組織運営委員会 第10回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５２年度
(起)昭52.11. 2
(決)昭52.11. 8
(施)昭52.11. 9

電子計算課

5270 5 電子計算組織運営委員会 電子計算機新規適用業務の検討について 昭和５２年度
(起)昭52. 7. 8
(決)昭52. 7.15
(施)昭52. 7.16

電子計算課

5270 6 電子計算組織運営委員会 「火災報告集計処理事務」の電算処理化について 昭和５３年度
(起)昭54. 1. 8
(決)昭54. 2.13
(施)昭54. 2.14

電子計算課
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5270 7 電子計算組織運営委員会 新規電子計算化適用業務の決定について 昭和５３年度
(起)昭53.12. 5
(決)昭53.12. 8
(施)昭53.12. 8

電子計算課

5270 8 電子計算組織運営委員会 第11回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５３年度
(起)昭53.11.21
(決)昭53.11.22
(施)昭53.11.22

電子計算課

5270 9 電子計算組織運営委員会 第11回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 電子計算課

5270 10 電子計算組織運営委員会 第13回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.10.31
(決)昭55.10.31
(施)昭55.10.31

電子計算課

5270 11 電子計算組織運営委員会
第14回電子計算組織運営委員会の開催日変更につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

電子計算課

5270 12 電子計算組織運営委員会 第14回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.11.13
(決)昭56.11.17
(施)昭56.11.17

電子計算課

5270 13 電子計算組織運営委員会 第15回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 9
(決)昭57.11.13
(施)昭57.11.13

電子計算課

5270 14 電子計算組織運営委員会 第16回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

電子計算課

5270 15 電子計算組織運営委員会 第17回電子計算組織運営委員会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.29

電子計算課

5271 1 電子計算組織運営委員会議事録 第11回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12.14

電子計算課

5271 2 電子計算組織運営委員会議事録 第12回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５４年度
(起)昭54.11.20
(決)昭54.11.26

電子計算課

5271 3 電子計算組織運営委員会議事録 第13回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５５年度 (起)昭55.11.18 電子計算課

5271 4 電子計算組織運営委員会議事録 第14回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 4
(決)昭56.12. 9

電子計算課

5271 5 電子計算組織運営委員会議事録 第15回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

電子計算課

5271 6 電子計算組織運営委員会議事録 第16回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.14
(決)昭58. 5.16

電子計算課

5271 7 電子計算組織運営委員会議事録 第17回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５８年度 (起)昭58.11. 2 電子計算課

5272 1 品目別価格指数 昭和55年品目別価格指数 昭和５５年度 統計課

5273 1 小売価格一覧表 昭和55年小売価格一覧表（確報） 昭和５５年度 統計課

5274 1 消費者物価指数 昭和55年静岡県消費者物価指数（確報） 昭和５５年度 統計課

5275 1 小売価格表 昭和55年小売価格表（確報） 昭和５５年度 統計課

5276 1 果樹基本統計調査果樹総合一覧表 昭和51年果樹基本統計調査 果樹総合一覧表 昭和５１年度 統計課
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5277 1
果樹基本統計調査果樹種類・品種
別結果表（５の１）

昭和51年果樹基本統計調査 果樹種類・品種別結
果表（５冊のうち１冊）

昭和５１年度 農林省

5278 1
果樹基本統計調査果樹種類・品種
別結果表（５の２）

昭和51年果樹基本統計調査 果樹種類・品種別結
果表（５冊のうち２冊）

昭和５１年度 農林省

5279 1
果樹基本統計調査果樹種類・品種
別結果表（５の３）

昭和51年果樹基本統計調査 果樹種類・品種別結
果表（５冊のうち３冊）

昭和５１年度 農林省

5280 1
果樹基本統計調査果樹種類・品種
別結果表（５の４）

昭和51年果樹基本統計調査 果樹種類・品種別結
果表（５冊のうち４冊）

昭和５１年度 農林省

5281 1
果樹基本統計調査果樹種類・品種
別結果表（５の５）

昭和51年果樹基本統計調査 果樹種類・品種別結
果表（５冊のうち５冊）

昭和５１年度 農林省

5282 1 昭和53年環境週間ノーカーデー
昭和53年度環境週間「ノーカーデー」協力状況の
送付について

昭和５３年度 (起)昭53. 7. 3 水質保全課

5282 2 昭和53年環境週間ノーカーデー
昭和53年度環境週間のノーカーデー実施要領につ
いて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 9
(決)昭53. 5.10

水質保全課

5283 1 第７回環境週間綴 昭和54年度環境週間行事の実施状況について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.15
(決)昭54. 8.16

水質保全課

5283 2 第７回環境週間綴 第７回環境週間行事の実施状況について（回答） 昭和５４年度
(起)昭54. 8.10
(決)昭54. 8.15
(施)昭54. 8.15

水質保全課

5283 3 第７回環境週間綴 第７回環境週間行事の実施状況について（照会） 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 6
(決)昭54. 6. 7

水質保全課

5283 4 第７回環境週間綴
第７回環境週間行事の実施行事の周知について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.16
(決)昭54. 5.18

水質保全課

5283 5 第７回環境週間綴
昭和54年度「環境週間」実施要綱の制定について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 1
(決)昭54. 5. 8

水質保全課

5283 6 第７回環境週間綴
地域環境美化功績者表彰に係る推せんについて
（回答）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 1
(決)昭54. 5. 1
(施)昭54. 5. 1

水質保全課

5283 7 第７回環境週間綴 第７回「環境週間」のかべ新聞の募集について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.16
(決)昭54. 2.27

水質保全課

5283 8 第７回環境週間綴 第７回「環境週間」実施行事の打合せ会について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.13
(決)昭54. 2.14

水質保全課

5283 9 第７回環境週間綴 第７回「環境週間」の週間行事の実施について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.13
(決)昭54. 2.14
(施)昭54. 2.15

水質保全課

5284 1 昭和56年度水質測定計画 昭和56年度水質測定計画について 昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 水質保全課

5284 2 昭和56年度水質測定計画 水質審議会の次第、資料、進め方について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2. 9

水質保全課

5284 3 昭和56年度水質測定計画 昭和56年度水質測定計画について（諮問） 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 9
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2.13

水質保全課

5284 4 昭和56年度水質測定計画 昭和56年度水質測定計画について（答申） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.13
(施)昭56. 2.13

水質保全課

5285 1
生活文化振興事業費補助金交付要
綱

生活文化振興事業費補助金交付要綱の制定につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4.21
(施)昭58. 4.30

県民生活課
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5285 2
生活文化振興事業費補助金交付要
綱

生活文化振興事業費補助金交付要綱の制定につい
て

昭和５８年度
(起)昭57. 4.30
(施)昭58. 5. 6

県民生活課

5285 3
生活文化振興事業費補助金交付要
綱

生活文化振興事業費補助金交付要綱の制定につい
て（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(決)昭57. 5.12
(施)昭57. 5.12

県民生活課

5285 4
生活文化振興事業費補助金交付要
綱

生活文化振興事業費補助金交付要綱の制定につい
て（通知）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.18
(決)昭57. 5.19
(施)昭57. 5.21

県民生活課

5285 5
生活文化振興事業費補助金交付要
綱

生活文化振興事業費補助金交付要綱の制定につい
て（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.30
(施)昭56. 8. 4

県民生活課

5285 6
生活文化振興事業費補助金交付要
綱

生活文化振興事業費交付要綱の制定について（通
知）

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 8. 4
(施)昭56. 8. 4

県民生活課

5286 1 老人機能回復訓練施設運営関係 老人機能回復訓練施設の経過報告について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.18
(決)昭52. 4.21
(施)昭52. 4.21

老人福祉課

5286 2 老人機能回復訓練施設運営関係
静岡県老人機能回復訓練施設の竣工式並びに開所
式について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 1
(決)昭52. 4. 4
(施)昭52. 4. 4

老人福祉課

5286 3 老人機能回復訓練施設運営関係
「静岡県老人機能回復訓練施設」竣工式の知事式
辞について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 8
(決)昭52. 4.18
(施)昭52. 4.18

老人福祉課

5286 4 老人機能回復訓練施設運営関係
静岡県老人機能回復訓練施設の竣工式並びに開所
式における「開式のことば」について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.13
(決)昭52. 4.19
(施)昭52. 4.19

老人福祉課

5286 5 老人機能回復訓練施設運営関係 老人機能回復訓練施設利用者の入所案内について 昭和５１年度 (起)昭52. 1. 6 老人福祉課

5287 1 昭和53年度県父子家庭調査
静岡県父子家庭生活実態調査票の調査結果分析に
必要な集計表の打出しについて

昭和５３年度 (起)昭53.10.14 児童課

5287 2 昭和53年度県父子家庭調査 父子家庭生活実態調査の結果について 昭和５３年度
(起)昭53.12.12
(決)昭53.12.13
(施)昭53.12.13

児童課

5287 3 昭和53年度県父子家庭調査 父子家庭生活実態調査の協力礼状について 昭和５４年度
(起)昭54.11. 9
(決)昭54.11.12
(施)昭54.11.12

児童課

5287 4 昭和53年度県父子家庭調査
静岡県父子家庭生活実態調査の集計事務の電算機
処理について（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53.10.12 児童課

5287 5 昭和53年度県父子家庭調査
静岡県父子家庭生活実態調査の集計事務の届出に
ついて

昭和５３年度 (起)昭53. 7.18 児童課

5287 6 昭和53年度県父子家庭調査 静岡県父子家庭生活実態調査の実施について 昭和５３年度 (起)昭53. 7.18 児童課

5287 7 昭和53年度県父子家庭調査
静岡県父子家庭生活実態調査実施要綱の制定につ
いて

昭和５３年度 (起)昭53. 6.28 児童課

5287 8 昭和53年度県父子家庭調査 第25回静岡県統計調査審議会の審議結果について 昭和５２年度 (収)昭53. 3.31 統計課長

5287 9 昭和53年度県父子家庭調査 父子家庭生活実態調査実施要綱の制定について 昭和５３年度 (起)昭53. 6. 5 児童課

5287 10 昭和53年度県父子家庭調査 父子家庭生活実態調査実施要綱の制定について 昭和５３年度 (起)昭53. 5.26 児童課

5287 11 昭和53年度県父子家庭調査 第25回静岡県統計調査審議会の資料提出について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.16
(決)昭53. 3.17

児童課
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5287 12 昭和53年度県父子家庭調査 統計調査審議会提出資料について（回答） 昭和５２年度
(起)昭53. 2.27
(決)昭53. 3. 1
(施)昭53. 3. 1

児童課

5288 1 昭和55年度（56.９月）定期監査
昭和55年度における主要な施策の成果その他予算
の執行実績についての説明書

昭和５６年度 医務課

5288 2 昭和55年度（56.９月）定期監査 昭和56年度定期監査・決算審査調書 昭和５６年度 医務課

5289 1 昭和56年度議会関係 昭和55年９月県議会資料 昭和５６年度 医務課

5289 2 昭和56年度議会関係 昭和56年２月県議会資料 昭和５６年度 医務課

5290 1
昭和55年度公衆衛生活動事業費補
助金

昭和55年度公衆衛生活動事業費補助金の交付確定
について

昭和５５年度
(起)昭55.12.23
(決)昭55.12.27
(施)昭55.12.27

医務課

5290 2
昭和55年度公衆衛生活動事業費補
助金

昭和55年度公衆衛生活動事業費補助金の交付決定
について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 9
(決)昭55.10. 9

医務課

5290 3
昭和55年度公衆衛生活動事業費補
助金

昭和55年度公衆衛生活動事業費補助金の交付決定
の取消について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 3. 9

医務課

5290 4
昭和55年度公衆衛生活動事業費補
助金

昭和55年度公衆衛生活動事業費補助金の交付決定
について

昭和５５年度
(起)昭55.11.11
(決)昭55.11.17

医務課

5290 5
昭和55年度公衆衛生活動事業費補
助金

公衆衛生活動事業費補助金の内示について 昭和５５年度
(起)昭55.10.28
(決)昭55.11. 5
(施)昭55.11. 5

医務課

5291 1
食品衛生法の規定による製造所固
有の記号の届出書（ア～オ）

食品衛生法の規定による製造所固有の記号の届出
書（ア行）

昭和５２年度 食品衛生課

5291 2
食品衛生法の規定による製造所固
有の記号の届出書（ア～オ）

食品衛生法の規定による製造所固有の記号の届出
書（イ行）

昭和５２年度 食品衛生課

5291 3
食品衛生法の規定による製造所固
有の記号の届出書（ア～オ）

食品衛生法の規定による製造所固有の記号の届出
書（ウ行）

昭和５２年度 食品衛生課

5291 4
食品衛生法の規定による製造所固
有の記号の届出書（ア～オ）

食品衛生法の規定による製造所固有の記号の届出
書（エ行）

昭和５２年度 食品衛生課

5291 5
食品衛生法の規定による製造所固
有の記号の届出書（ア～オ）

食品衛生法の規定による製造所固有の記号の届出
書（オ行）

昭和５２年度 食品衛生課

5292 1 墓地許可申請書 墓地の廃止について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 7
(決)昭51. 7. 8
(施)昭51. 7. 8

環境衛生課

5292 2 墓地許可申請書 墓地の廃止について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 7
(決)昭51. 7. 8
(施)昭51. 7. 8

環境衛生課

5292 3 墓地許可申請書 墓地の増設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 8
(決)昭51. 7.13
(施)昭51. 7.13

環境衛生課

5292 4 墓地許可申請書 墓地の増設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(決)昭51. 7.21
(施)昭51. 7.21

環境衛生課

5292 5 墓地許可申請書 墓地の新設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.26
(決)昭51. 7.29
(施)昭51. 7.29

環境衛生課

5292 6 墓地許可申請書 墓地の廃止について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.26
(決)昭51. 7.29
(施)昭51. 7.29

環境衛生課
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5292 7 墓地許可申請書 墓地の廃止について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.26
(決)昭51. 7.29
(施)昭51. 7.29

環境衛生課

5292 8 墓地許可申請書 墓地の増設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.29
(決)昭51. 7.31
(施)昭51. 7.31

環境衛生課

5292 9 墓地許可申請書 墓地の増設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.29
(決)昭51. 7.31
(施)昭51. 7.31

環境衛生課

5292 10 墓地許可申請書 墓地の増設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.30
(決)昭51. 8. 3
(施)昭51. 8. 3

環境衛生課

5292 11 墓地許可申請書 墓地の廃止について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 8. 6
(決)昭51. 8.11
(施)昭51. 8.11

環境衛生課

5292 12 墓地許可申請書 墓地の増設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.23
(決)昭51. 8.25
(施)昭51. 8.25

環境衛生課

5292 13 墓地許可申請書 墓地の新設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.25
(決)昭51. 8.28
(施)昭51. 8.28

環境衛生課

5292 14 墓地許可申請書 墓地の廃止について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.30
(決)昭51. 9. 1
(施)昭51. 9. 1

環境衛生課

5293 1 火葬場・納骨堂許可申請書綴 納骨堂の新設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51. 9.13
(決)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.16

環境衛生課

5293 2 火葬場・納骨堂許可申請書綴 火葬場の新設について（許可） 昭和５１年度
(起)昭51.11.18
(決)昭51.11.24
(施)昭51.11.24

環境衛生課

5293 3 火葬場・納骨堂許可申請書綴 火葬場の廃止について（許可） 昭和５１年度
(起)昭52. 1. 5
(決)昭52. 1. 6
(施)昭52. 1. 6

環境衛生課

5293 4 火葬場・納骨堂許可申請書綴 火葬場の変更（増設）について（許可） 昭和５１年度
(起)昭52. 2.17
(決)昭52. 2.17
(施)昭52. 2.17

環境衛生課

5294 1
こども専門病院建築工事図面　２
－１

こども専門病院新築工事　図面・工事区分表 昭和５１年度
こども病院準備
室

5295 1
こども専門病院建築工事図面　２
－２

こども専門病院新築工事　図面（職員宿舎） 昭和５１年度
こども病院準備
室

5296 1 こども病院国庫補助金関係 国庫補助金の交付申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51.10. 1
(施)昭51.10. 1

こども病院準備
室

5296 2 こども病院国庫補助金関係 国庫補助金の実績報告について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.28
(決)昭52. 2.28
(施)昭52. 3. 2

こども病院準備
室

5296 3 こども病院国庫補助金関係 国庫補助金の実績報告について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.26
(決)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.28

こども病院準備
室

5296 4 こども病院国庫補助金関係 支出決議書 昭和５１年度 (施)昭52. 3.28
こども病院準備
室

5297 1 昭和53年月別労働情勢 12月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課

5297 2 昭和53年月別労働情勢 11月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課

5297 3 昭和53年月別労働情勢 10月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課
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5297 4 昭和53年月別労働情勢 ９月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課

5297 5 昭和53年月別労働情勢 ８月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課

5297 6 昭和53年月別労働情勢 ７月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課

5297 7 昭和53年月別労働情勢 ６月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課

5297 8 昭和53年月別労働情勢 ５月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課

5297 9 昭和53年月別労働情勢 ４月分　労働情勢（部内扱） 昭和５３年度 労政課

5297 10 昭和53年月別労働情勢 ３月分　労働情勢（部内扱） 昭和５２年度 労政課

5297 11 昭和53年月別労働情勢 ２月分　労働情勢（部内扱） 昭和５２年度 労政課

5297 12 昭和53年月別労働情勢 １月分　労働情勢（部内扱） 昭和５２年度 労政課

5298 1
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　伸光精機株式会社 昭和５４年度 (収)昭54. 4.10
伸光精機株式会
社

5298 2
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　有限会社中部鍍金工業所 昭和５４年度 (収)昭54. 4.10
有限会社中部鍍
金工業所

5298 3
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　株式会社大村屋酒造場 昭和５４年度 (収)昭54. 4.10
株式会社大村屋
酒造場

5298 4
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　チキリキン食品株式会社 昭和５４年度 (収)昭54. 4.  
チキリキン食品
株式会社

5298 5
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　中央精工株式会社 昭和５４年度 (収)昭54. 4.14
中央精工株式会
社

5298 6
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　社団法人静岡県繊維協会 昭和５４年度 (収)昭54. 4.12
社団法人静岡県
繊維協会

5298 7
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　中部技研株式会社 昭和５４年度
中部技研株式会
社

5298 8
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　株式会社エフアイテイ 昭和５４年度 (収)昭54. 4.13
株式会社エフア
イテイ

5298 9
昭和53年度静岡県中小企業技術研
究開発費補助金事業実績報告書

実績報告書　株式会社五大 昭和５４年度 (収)昭54. 4.14 株式会社五大

5299 1
中小企業庁技術改善費補助金確定
通知集

昭和52年度技術改善費補助金の額の確定について
（丸浜化学工業所）

昭和５４年度 (収)昭54. 8. 4 工業課

5299 2
中小企業庁技術改善費補助金確定
通知集

昭和52年度技術改善費補助金の額の確定について
（篠原精機株式会社）

昭和５３年度 (収)昭54. 2.13 工業課

5299 3
中小企業庁技術改善費補助金確定
通知集

昭和52年度技術改善費補助金の額の確定について
（日本真空光学株式会社）

昭和５３年度 (収)昭53.10.24 工業課
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5299 4
中小企業庁技術改善費補助金確定
通知集

昭和52年度技術改善費補助金の額の確定について
（富士超設備管理事務所）

昭和５３年度 (収)昭54. 1.22 工業課

5300 1
企業立地問題懇談会（在京本県出
身財界人）関係

静岡県企業立地問題懇談会 昭和５５年度 (施)昭55. 9.17 工業課

5300 2
企業立地問題懇談会（在京本県出
身財界人）関係

企業立地問題懇談会の出席社に対する礼状につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 9.22
(決)昭55. 9.22
(施)昭55. 9.22

工業課

5300 3
企業立地問題懇談会（在京本県出
身財界人）関係

企業立地問題懇談会資料の作成について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.17 工業課

5300 4
企業立地問題懇談会（在京本県出
身財界人）関係

企業立地問題懇談会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.17
(決)昭55. 8.13
(施)昭55. 8.21

工業課

5300 5
企業立地問題懇談会（在京本県出
身財界人）関係

企業立地問題懇談会の開催について 昭和５４年度 (起)昭54.10. 5 工業課

5301 1 農業村落振興緊急対策事業 農業村落振興緊急対策事業実施要領について 昭和５４年度 (起)昭54. 6. 5 農政課

5301 2 農業村落振興緊急対策事業
農業村落振興緊急対策事業の運営上留意すべき事
項について

昭和５４年度 (起)昭54. 7. 9 農政課

5301 3 農業村落振興緊急対策事業
活力あるムラづくり、マチづくり育成事業補助金
交付要綱の一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54.12.13
(決)昭54.12.23
(施)昭54.12.23

農政課

5301 4 農業村落振興緊急対策事業
活力あるムラづくり、マチづくり育成事業補助金
交付要綱の制定について一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 4
(決)昭54.10.11
(施)昭54.10.11

農政課

5302 1
村づくり構想（活力あるムラづく
り，マチづくり育成事業）

農業村落振興緊急対策事業に基づく村づくり構想
の策定について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.18
(施)昭55. 6.19

農政課

5303 1
農村地域農業構造改善計画年度別
事業実施計画

農村地域農業構造改善計画年度別事業実施計画書 昭和５４年度 農政課

5304 1
農業団体農業構造改善推進費補助
金関係

昭和51年度農業団体農業構造改善推進事業費補助
金の交付について（確定）

昭和５２年度 (起)昭52. 9.26 農政課

5304 2
農業団体農業構造改善推進費補助
金関係

昭和51年度農業団体農業構造改善推進事業費補助
金実績報告書の提出について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.14
(決)昭52. 6.19
(施)昭52. 6.20

農政課

5304 3
農業団体農業構造改善推進費補助
金関係

昭和51年度農業団体農業構造改善推進事業費補助
金の変更承認について

昭和５１年度 (起)昭52. 2.18 農政課

5304 4
農業団体農業構造改善推進費補助
金関係

農業団体農業構造改善推進事業遂行状況報告書の
提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.20
(決)昭52. 1.21
(施)昭52. 1.21

農政課

5304 5
農業団体農業構造改善推進費補助
金関係

昭和51年度農業団体農業構造改善推進事業費補助
金の概算払請求について

昭和５１年度 (起)昭51.12. 3 農政課

5304 6
農業団体農業構造改善推進費補助
金関係

昭和51年度経営管理指導事業計画中間検討会の開
催について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 2
(決)昭51.12. 6
(施)昭51.12. 6

農政課

5304 7
農業団体農業構造改善推進費補助
金関係

昭和51年度農業団体農業構造改善推進事業費補助
金の概算払請求について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.10
(決)昭51. 8.25
(施)昭51. 8.25

農政課

5304 8
農業団体農業構造改善推進費補助
金関係

昭和51年度農業団体農業構造改善推進事業費補助
金交付申請について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.10
(決)昭51. 7.10
(施)昭51. 7.10

農政課

5305 1
農地転用許可申請書（電源開発株
式会社）佐久間第２発電所

農地転用許可（大臣）指令書の交付について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.30
(決)昭54. 8.30
(施)昭54. 8.30

総務課
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5305 2
農地転用許可申請書（電源開発株
式会社）佐久間第２発電所

農地法第５条の許可申請書の提出について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 1
(決)昭54. 8. 1
(施)昭54. 8. 1

総務課

5306 1
昭和51年三方原用水管理委員会関
係綴

国営三方原農業水利事業、静岡県西遠工業用水道
事業および浜松地方上水道事業により造成された
共有施設の管理委託について

昭和４６年度
(起)昭46.10. 1
(決)昭46.10. 1
(施)昭46.10. 1

県営事業課

5307 1
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.31
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

農地企画課

5307 2
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.31
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

農地企画課

5307 3
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.31
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

農地企画課

5307 4
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.25

農地企画課

5307 5
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 3. 7
(決)昭52. 3.10
(施)昭52. 3.10

農地企画課

5307 6
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.28
(決)昭52. 2. 1
(施)昭52. 2. 1

農地企画課

5307 7
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 9
(決)昭52. 2.15
(施)昭52. 2.15

農地企画課

5307 8
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 9
(決)昭52. 2.15
(施)昭52. 2.15

農地企画課

5307 9
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 2.19
(施)昭52. 2.19

農地企画課

5307 10
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 2.19
(施)昭52. 2.19

農地企画課

5307 11
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.22
(決)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.28

農地企画課

5307 12
昭和51年県有土地改良財産の管理
委託綴（県営畑総、西奈地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.22
(決)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.28

農地企画課

5308 1
昭和54年県有土地改良財産の管理
委託綴（富士東部地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

農地企画課

5308 2
昭和54年県有土地改良財産の管理
委託綴（富士東部地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(施)昭54. 7.13

農地企画課

5308 3
昭和54年県有土地改良財産の管理
委託綴（富士東部地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(施)昭54. 7.13

農地企画課

5308 4
昭和54年県有土地改良財産の管理
委託綴（富士東部地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(施)昭54. 7.17

農地企画課

5308 5
昭和54年県有土地改良財産の管理
委託綴（富士東部地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(施)昭54. 7.17

農地企画課

5308 6
昭和54年県有土地改良財産の管理
委託綴（富士東部地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(施)昭54. 7.17

農地企画課
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5308 7
昭和54年県有土地改良財産の管理
委託綴（富士東部地区他）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.26
(決)昭54. 6.30
(施)昭54. 6.30

農地企画課

5309 1
昭和55年県有土地改良財産の管理
委託綴（灌漑排水事業静清庵地
区）

県有土地改良財産の管理委託について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.31
(決)昭54. 9. 4
(施)昭54. 9. 4

農地企画課

5310 1 農村総合整備計画
昭和56年度農村総合整備計画作成市町村選定の国
防打合せについて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.17
(決)昭56. 2.19

農地企画課

5310 2 農村総合整備計画
昭和56年度農村総合整備計画作成市町村の選定に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.29
(決)昭56. 1.30
(施)昭56. 1.30

農地企画課

5310 3 農村総合整備計画 農村整備関係課長会議の出席について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.17
(決)昭56. 1.21
(施)昭56. 1.21

農地企画課

5310 4 農村総合整備計画
昭和56年度農村総合整備計画作成要望市町村につ
いて

昭和５５年度
(起)昭56. 1.12
(決)昭56. 1.14
(施)昭56. 1.14

農地企画課

5310 5 農村総合整備計画
昭和56年度農村総合整備計画作成市町村の選定に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.11.15
(決)昭55.11.17
(施)昭55.11.17

農地企画課

5310 6 農村総合整備計画
昭和56年度農村総合整備計画作成要望市町村につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 7.14
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.14

農地企画課

5311 1 天竜川下流管理委員会綴
国営天竜川下流地域農業用水専用施設の管理に関
する協定について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

農地企画課

5311 2 天竜川下流管理委員会綴
国営天竜川下流地域農業用水専用施設の管理に関
する協定について（供覧）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4. 9

農地企画課

5311 3 天竜川下流管理委員会綴 復命書（天竜川下流水管理施設の管理について） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.25 農地企画課

5311 4 天竜川下流管理委員会綴 復命書（天竜川下流用水共有財産管理委員会） 昭和５５年度 (起)昭55.12. 1 農地企画課

5311 5 天竜川下流管理委員会綴
復命書（天竜川下流用水共有財産管理委員会定例
幹事会）

昭和５５年度 (起)昭55.11.19 農地企画課

5311 6 天竜川下流管理委員会綴 復命書（天竜川下流用水三者定例幹事会） 昭和５５年度 (起)昭55. 6.13 農地企画課

5312 1 昭和52年度豊川用水管理委員会綴 豊川用水施設管理費負担金について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.13 農地企画課

5312 2 昭和52年度豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水管理委員会幹事会） 昭和５２年度 (起)昭53. 2. 4 農地企画課

5312 3 昭和52年度豊川用水管理委員会綴 復命書（第６回豊川用水節水対策協議会） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.23 農地企画課

5312 4 昭和52年度豊川用水管理委員会綴 復命書（第４回豊川用水節水対策協議会） 昭和５２年度 (起)昭52.11.22 農地企画課

5312 5 昭和52年度豊川用水管理委員会綴 復命書（豊川用水節水協議会） 昭和５２年度 (起)昭52. 9.23 農地企画課

5312 6 昭和52年度豊川用水管理委員会綴 豊川用水施設管理費負担金について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.20
(決)昭52. 8.22

農地企画課
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5312 7 昭和52年度豊川用水管理委員会綴
昭和51年度豊川用水事業特別勘定施設管理費の決
算について

昭和５２年度 (収)昭52. 8.22
水資源開発公団
中部支社

5312 8 昭和52年度豊川用水管理委員会綴 復命書（第10回豊川用水管理委員会） 昭和５２年度 (起)昭52. 8.12 農地企画課

5312 9 昭和52年度豊川用水管理委員会綴
復命書（豊川用水管理委員会、管理及び配水部
会）

昭和５２年度 (起)昭52. 7.30 農地企画課

5312 10 昭和52年度豊川用水管理委員会綴 復命書（第10回豊川用水管理委員会幹事会） 昭和５２年度 (起)昭52. 7.20 農地企画課

5313 1 昭和52年度三方原用水管理委員会 復命書（三方原用水管理委員会及び幹事会） 昭和５２年度 (起)昭52.11.22 農地企画課

5313 2 昭和52年度三方原用水管理委員会 国営三方原用水施設管理費の変更について 昭和５２年度
(起)昭52.10. 5
(決)昭52.10.11

農地企画課

5313 3 昭和52年度三方原用水管理委員会 国営三方原用水施設管理費の支出について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.13
(決)昭52. 4.21

農地企画課

5313 4 昭和52年度三方原用水管理委員会 復命書（三方原用水管理委員会幹事会） 昭和５２年度 (起)昭52. 7.14 農地企画課

5313 5 昭和52年度三方原用水管理委員会 復命書（三方原用水管理委員会及び幹事会） 昭和５２年度 (起)昭52. 6. 2 農地企画課

5313 6 昭和52年度三方原用水管理委員会 国営三方原用水施設管理費負担金の決定について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.20
(施)昭52. 6.24

農地企画課

5314 1
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

大井川用水共用施設保守委託契約に基づく事業報
告について

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 1
大井川用水管理
委員会事務局長

5314 2
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

共用隧道点検状況 昭和５２年度 (収)昭53. 3.10
大井川用水管理
委員会事務局長

5314 3
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

昭和52年度調査研究事業について 昭和５２年度 (起)昭52.10.13 農地企画課

5314 4
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

大井川用水管理委員会委員の変更について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 8. 8

農地企画課

5314 5
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

国営大井川用水施設管理費負担金の決定について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.20
(施)昭52. 6.24

農地企画課

5314 6
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

復命書（大井川用水管理委員会） 昭和５２年度 (起)昭52. 6.20 農地企画課

5314 7
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

委託契約書の送付について 昭和５２年度 (収)昭52. 5.16
島田土地改良事
務所長

5314 8
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

大井川用水共同施設保守委託契約による委託事務
実施計画書等の提出について

昭和５２年度 (収)昭52. 5.23
島田土地改良事
務所長

5314 9
昭和52年度大井川用水管理委員会
綴

国営大井川用水施設管理費について 昭和５２年度 (施)昭52. 4.30 農地企画課

5315 1 土地改良総合整備事業要綱要領
国営かんがい排水事業と併せ行う国営農地防災排
水事業の取扱について

昭和５４年度 (収)昭55. 1.28 関東農政局長

5315 2 土地改良総合整備事業要綱要領 全体実施設計要綱の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54.12. 4
(決)昭54.12.11
(施)昭54.12.12

農地企画課
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5315 3 土地改良総合整備事業要綱要領 全体実施設計要綱の制定について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.30
(決)昭54. 6. 4
(施)昭54. 6. 4

農地企画課

5315 4 土地改良総合整備事業要綱要領 農道整備事業等における案内標識の設置について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.21
(決)昭54. 9.26
(施)昭54. 9.26

農地企画課

5315 5 土地改良総合整備事業要綱要領 土地改良事業等概要書様式集について（送付） 昭和５４年度 (収)昭54. 8.22
関東農政局計画
部長

5315 6 土地改良総合整備事業要綱要領
農用地開発事業実施要綱、要領の一部改正につい
て

昭和５４年度 (収)昭54. 9.19 農地森林部長

5315 7 土地改良総合整備事業要綱要領
農林地一体開発整備パイロット事業実施要領の制
定及び実施計画樹立要綱の一部改正について

昭和５４年度 (収)昭54. 9.19 農地森林部長

5315 8 土地改良総合整備事業要綱要領 土地改良事業補助金交付要綱の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.31
(決)昭54. 9. 4
(施)昭54. 9. 4

農地企画課

5315 9 土地改良総合整備事業要綱要領
農地海岸保全施設補修事業実施要綱、要領の制定
について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.29 農地企画課

5315 10 土地改良総合整備事業要綱要領
農地防災事業及び農地保全に係る海岸保全施設整
備事業等補助金交付要綱の一部改正について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.29 開発防災課

5315 11 土地改良総合整備事業要綱要領
農業用河川工作物応急対策事業実施要綱、要領の
制定について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.29 開発防災課

5315 12 土地改良総合整備事業要綱要領
緑農住区開発関連土地基盤整備事業実施要綱の一
部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 5
(決)昭54. 6. 9
(施)昭54. 6.13

農地企画課

5315 13 土地改良総合整備事業要綱要領 ほ場整備事業実施要綱の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 5
(決)昭54. 6. 9
(施)昭54. 6.13

農地企画課

5315 14 土地改良総合整備事業要綱要領
ほ場整備事業実施要綱の運用についての一部改正
について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.30
(決)昭54. 6. 4
(施)昭54. 6. 4

農地企画課

5315 15 土地改良総合整備事業要綱要領
農業用水合理化対策事業、実施要綱等の一部改正
について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.30
(決)昭54. 6. 4
(施)昭54. 6. 4

農地企画課

5315 16 土地改良総合整備事業要綱要領
団体営地形図作成事業実施要領の一部改正につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 1
(決)昭54. 5. 2
(施)昭54. 5. 2

農地企画課

5315 17 土地改良総合整備事業要綱要領
緑農住区開発関連計画調査実施要綱要領の一部改
正について

昭和５４年度 (起)昭54. 5. 1 農地企画課

5315 18 土地改良総合整備事業要綱要領 ほ場整備事業実施要綱の一部改正について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 3
(決)昭54. 3. 6
(施)昭54. 3. 6

農地企画課

5315 19 土地改良総合整備事業要綱要領
土地改良総合整備事業実施要綱ならびに実施要領
の一部改正について

昭和５３年度 (起)昭54. 2.19 農地企画課

5315 20 土地改良総合整備事業要綱要領
農地開発事業実施要領及び農地開発利用促進事業
実施要領の一部改正について

昭和５３年度 (起)昭53. 9. 4 農地企画課

5315 21 土地改良総合整備事業要綱要領 農用地開発事業実施要綱等の一部改正について 昭和５３年度 (起)昭53. 9. 4 農地企画課

5315 22 土地改良総合整備事業要綱要領
畑作用水確保対策基盤整備調査実施要綱、要領の
制定について

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 7
(決)昭53. 7.10
(施)昭53. 7.10

農地企画課

5315 23 土地改良総合整備事業要綱要領
農村総合整備モデル事業実施要綱の一部改正につ
いて

昭和５３年度 (収)昭53. 7. 4 関東農政局長
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5315 24 土地改良総合整備事業要綱要領
農村総合整備モデル事業実施要綱の運用について
の一部改正について

昭和５３年度 (収)昭53. 7. 4 関東農政局長

5315 25 土地改良総合整備事業要綱要領
農用地開発公団事業補助率差額金交付要綱の制定
について

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 6 農林事務次官

5315 26 土地改良総合整備事業要綱要領 農村基盤総合整備事業実施要綱の制定について 昭和５２年度 (収)昭52. 5.21 農林事務次官

5315 27 土地改良総合整備事業要綱要領 農村基盤総合整備事業実施要綱の運用について 昭和５２年度 (収)昭52. 5.21
農林省構造改善
局長

5315 28 土地改良総合整備事業要綱要領
農用地開発公団事業補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５３年度 (収)昭53. 4. 8 農林事務次官

5315 29 土地改良総合整備事業要綱要領 農用地開発公団事業実施要綱の一部改正について 昭和５３年度 (収)昭53. 4. 8 農林事務次官

5316 1 西富士畜産基地概要計画書 復命書（富士西麓畜産基地建設計画打合せ） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.22 農地企画課

5317 1
東遠広域営農団地整備計画（北小
笠）

東遠広域営農団地整備計画について（回答） 農地企画課

5317 2
東遠広域営農団地整備計画（北小
笠）

広域営農団地整備計画書の送付について 昭和５２年度 (収)昭53. 3.23 農業水産部長

5318 1
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 2.23
(施)昭55. 2.23

農業団体課

5318 2
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.31
(決)昭55. 2. 4
(施)昭55. 2. 4

農業団体課

5318 3
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合設立認可申請書の進達について 昭和５４年度 (収)昭55. 1.29
島田市農業協同
組合長

5318 4
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 8.11
(決)昭54. 8.16
(施)昭54. 8.16

農業団体課

5318 5
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 1. 8
(決)昭54. 1.11
(施)昭54. 1.11

農業団体課

5318 6
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.11. 1
(決)昭53.11. 7
(施)昭53.11. 7

農業団体課

5318 7
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 6.27
(決)昭53. 6.28
(施)昭53. 6.28

農業団体課

5318 8
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 5.11
(決)昭53. 5.13
(施)昭53. 5.15

農業団体課

5318 9
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.27
(施)昭53. 4.27

農業団体課

5318 10
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５２年度 (起)昭52. 5.23 農業団体課

5318 11
昭和52年度～54年度専門農協設立
認可綴

農業協同組合の設立認可について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 8.25
(決)昭52. 9. 6
(施)昭52. 9. 6

農業団体課

5319 1
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

農業協同組合の定隷変更認可について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.30

農業団体課
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5319 2
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

内国為替取引規程の一部変更承認について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.30

農業団体課

5319 3
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

宅地等供給事業実施規程の廃止について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.30

農業団体課

5319 4
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

内国為替取引規程の廃止について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.30

農業団体課

5319 5
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

（農地）信託規程の廃止について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.30

農業団体課

5319 6
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

共済規程の廃止について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.30

農業団体課

5319 7
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

農業協同組合の合併について（認可） 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 9
(決)昭51. 9.14
(施)昭51. 9.20

農業団体課

5319 8
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

農業協同組合合併経営計画について（認定） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.27
(決)昭51. 8.28
(施)昭51. 8.30

農業団体課

5319 9
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

農業協同組合合併経営計画の認定に係る意見聴取
について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.13
(決)昭51. 8.16
(施)昭51. 8.17

農業団体課

5319 10
昭和51年度沼津・西浦農協合併関
係綴

合併に伴う農業協同組合の自賠責共済規程廃止の
承認に対する同意について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.12
(決)昭51. 8.13
(施)昭51. 8.14

農業団体課

5320 1
主務大臣指定施設資金（災害復
旧）

農林漁業金融公庫資金貸付対象事業調書の送付に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54.12. 1
(決)昭54.12. 4
(施)昭54.12. 5

農政課

5321 1
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和60年度における農地等取得資金及び自作農維
持資金の貸付適格認定等に関する実績報告につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 9
(決)昭61. 7.14
(施)昭61. 7.14

農政課

5321 2
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和59年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.17
(決)昭60. 7.18
(施)昭60. 7.18

農政課

5321 3
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和58年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.27
(決)昭59. 6.28
(施)昭59. 6.28

農政課

5321 4
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和51年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.21
(決)昭52. 5.26
(施)昭52. 5.26

農政課

5321 5
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和53年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.28
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 5.31

農政課

5321 6
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和52年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.20
(決)昭53. 6.20
(施)昭53. 6.20

農政課

5321 7
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和54年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 2
(決)昭55. 7. 3
(施)昭55. 7. 4

農政課

5321 8
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和55年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 7
(決)昭56. 7. 9
(施)昭56. 7. 9

農政課
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5321 9
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和56年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(決)昭57. 9.17
(施)昭57. 9.17

農政課

5321 10
自作農関係資金貸付適格認定実績
報告

昭和57年度における農地等取得資金・未墾地取得
資金及び自作農維持資金の貸付適格認定等に関す
る実績報告について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.18
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.21

農政課

5322 1 系統組織事業方式研究専門委員会 静岡県農協系統組織事業方式研究委員会について 昭和５５年度 (起)昭56. 1.26 農業団体課

5322 2 系統組織事業方式研究専門委員会 系統組織・事業方式研究専門委員会報告 昭和５５年度 (起)昭56. 1.29 農業団体課

5323 1 農協信用整備事業関係 復命書（第４回県農協信用整備委員会幹事会） 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 8 農業団体課

5323 2 農協信用整備事業関係 復命書（第１回県農協信用整備委員会幹事会） 昭和５４年度
(起)昭54. 5.10
(決)昭54. 5.11

農業団体課

5324 1 東部地区林農振興計画書 東部地区林農振興計画書 昭和５３年度 林政課

5325 1 森林組合新生発展特別対策事業
昭和55年度森林組合新生発展特別対策事業費補助
金の交付確定について

昭和５６年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 4. 2
(施)昭56. 4. 2

林政課

5325 2 森林組合新生発展特別対策事業
昭和55年度森林組合新生発展特別対策事業費補助
金の交付決定について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 7
(決)昭55.11.18

林政課

5325 3 森林組合新生発展特別対策事業
昭和55年度森林組合新生発展特別対策事業費補助
金の内示について

昭和５５年度
(起)昭55.10.16
(決)昭55.10.20
(施)昭55.10.20

林政課

5325 4 森林組合新生発展特別対策事業
昭和55年度森林組合新生発展特別対策事業費補助
金の交付決定について

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 8
(決)昭55. 8.23

林政課

5325 5 森林組合新生発展特別対策事業
昭和55年度森林組合新生発展特別対策事業費補助
金の内示について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.27
(決)昭55. 7. 7
(施)昭55. 7. 7

林政課

5325 6 森林組合新生発展特別対策事業
森林組合新生発展特別対策事業費補助金交付要網
の制定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.16
(決)昭55. 6.23
(施)昭55. 7. 1

林政課

5325 7 森林組合新生発展特別対策事業
昭和55年度森林組合新生発展特別対策事業実施要
領の制定について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 7
(施)昭55. 7. 7

林政課

5325 8 森林組合新生発展特別対策事業
昭和55年度森林組合新生発展特別対策事業費補助
金の経理について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 8
(施)昭55. 7. 8

林政課

5325 9 森林組合新生発展特別対策事業 森林組合振興対策の基本方針について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 3
(決)昭55. 6. 9
(施)昭55. 6. 9

林政課

5326 1 特別保護林地整備事業実績 昭和53年度県立森林公園管理実績書について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.31 天竜林業事務所

5326 2 特別保護林地整備事業実績 昭和53年度特別林地整備事業実績報告について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.14 沼津林業事務所

5327 1 過疎地域振興計画 過疎地域振興計画の作成について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.  造林課

5327 2 過疎地域振興計画 過疎地域振興方針の提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 2
(施)昭55. 5. 2

造林課
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5328 1 環境アセスメント研究協議会
静岡県環境影響評価検討委員会幹事会の開催につ
いて

昭和５６年度 (収)昭56. 5.22 大気保全課

5328 2 環境アセスメント研究協議会
環境影響評価制度のあり方について（案）に対す
る意見・環境影響評価に関する事業調について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.23
(決)昭56. 1.23
(施)昭56. 1.24

造林課

5328 3 環境アセスメント研究協議会
環境アセスメント研究協議会担当者会議の開催に
ついて

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 1 大気保全課

5328 4 環境アセスメント研究協議会
静岡県環境アセスメント研究協議会の開催につい
て（通知）

昭和５４年度 (収)昭54.11.10 大気保全課

5328 5 環境アセスメント研究協議会
静岡県環境アセスメント研究協議会の開催につい
て（通知）

昭和５４年度 (収)昭54.10. 1 大気保全課

5329 1 漁業許可台帳　まき網 中小マキ網漁関係 昭和５３年度 水産課

5330 1 一都三県連合海区漁業調整委員会
一都三県連合海区漁業調整委員会の議事録につい
て

昭和５４年度
(起)昭54.10. 2
(決)昭54.10. 8
(施)昭54.10. 8

水産課

5330 2 一都三県連合海区漁業調整委員会
火光利用さば漁業の総トン数50トン以上漁船にか
わる許可枠の増枠について

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 7
(決)昭53. 8. 9
(施)昭53. 8.10

水産課

5330 3 一都三県連合海区漁業調整委員会
昭和54年度におけるさばすくい網漁業の許可及び
起業の認可方針について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.29
(決)昭53. 9.29
(施)昭53. 9.29

水産課

5330 4 一都三県連合海区漁業調整委員会
昭和54年度における棒受網漁業の許可及び起業の
認可方針について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.29
(決)昭53. 9.29
(施)昭53. 9.29

水産課

5330 5 一都三県連合海区漁業調整委員会
東京都島部、静岡県海辺連絡協議会の開催につい
て

昭和５３年度
(起)昭53.11. 2
(決)昭53.11. 2
(施)昭53.11. 2

水産課

5330 6 一都三県連合海区漁業調整委員会
一都三県連合海区漁業調整委員会の議決に基づく
陳情書の提出について

昭和５３年度 (起)昭53.11. 1 水産課

5330 7 一都三県連合海区漁業調整委員会
昭和54年度における火光利用さば・棒受網漁業の
許可及び起業の認可方針について

昭和５３年度
(起)昭53.10. 3
(決)昭53.10. 5
(施)昭53.10. 5

水産課

5330 8 一都三県連合海区漁業調整委員会
一都三県あじ・さば・さんま漁業協会通常総代会
祝辞（案）について

昭和５３年度 (起)昭53. 9. 8 水産課

5330 9 一都三県連合海区漁業調整委員会 一都三県連合海区漁業調整委員会の開催について 昭和５３年度 (起)昭53. 8.24 水産課

5330 10 一都三県連合海区漁業調整委員会
さばすくい網及びあじ、さば棒受網漁業の許可及
び起業の認可方針について

昭和５３年度 (起)昭53. 8.29 水産課

5330 11 一都三県連合海区漁業調整委員会 一都三県連合海区漁業調整委員会の開催について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.15
(決)昭53. 8.22
(施)昭53. 8.22

水産課

5330 12 一都三県連合海区漁業調整委員会
静岡県海面における昭和53年度さばすくい網・あ
じ、さば棒受網漁業の許可及び起業の認可方針に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 9.30
(決)昭52. 9.30
(施)昭52.10. 4

水産課

5330 13 一都三県連合海区漁業調整委員会
東京都海面における火光利用さば・あじ、さば棒
受網漁業の許可及び認可方針について

昭和５２年度
(起)昭52.10. 3
(決)昭52.10. 5
(施)昭52.10. 5

水産課

5330 14 一都三県連合海区漁業調整委員会
千葉県海面における火光利用さば・敷網漁業の許
可及び起業の認可方針について

昭和５２年度
(起)昭52.10. 3
(決)昭52.10. 5
(施)昭52.10. 5

水産課
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5331 1 内水面漁協運営状況調査の実施表 内水面漁協運営状況調査の実施について 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 2 水産課

5332 1 温水利用研究センター運営委託
温水利用研究センターの飼育用温海水の提供につ
いて（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55.12.15
(決)昭55.12.16

水産課

5332 2 温水利用研究センター運営委託
温水利用研究センター屋外タンク廃止届の提出に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.12.16
(決)昭55.12.19

水産課

5332 3 温水利用研究センター運営委託 電気使用申込について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 8
(決)昭55.11.10
(施)昭55.11.10

水産課

5332 4 温水利用研究センター運営委託
温水利用研究センター運営委託契約の締結につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 1
(施)昭55. 4. 1

水産課

5332 5 温水利用研究センター運営委託 温水利用研究センターの運営委託について 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 1
(施)昭55. 4.19

水産課

5332 6 温水利用研究センター運営委託
温水利用研究センター自家用電気工作物の保安業
務委託契約の締結についての運営委託について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.18
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.21

水産課

5333 1 放流技術開発事業
昭和56年度技術開発事業成果報告会の出席予定者
について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 5
(決)昭57. 3. 5
(施)昭57. 3. 5

水産課

5333 2 放流技術開発事業 栽培漁業等に係るブロック会議の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 9 水産課

5333 3 放流技術開発事業 栽培漁業等に係るブロック会議の出席について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.19
(決)昭57. 2.20

水産課

5333 4 放流技術開発事業
昭和56年度技術開発事業報告会の日程の変更につ
いて

昭和５６年度
(起)昭57. 1.13
(決)昭57. 1.18

水産課

5333 5 放流技術開発事業 昭和56年度技術開発事業報告会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.24

水産課

5333 6 放流技術開発事業 栽培漁業の効果事例調べについて 昭和５６年度
(起)昭56.10. 8
(決)昭56.10.13

水産課

5333 7 放流技術開発事業 栽培漁業の効果事例調べについて 昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.22

水産課

5333 8 放流技術開発事業
昭和56年度栽培漁業関係補助事業実施計画ヒヤリ
ング資料の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 2
(決)昭56. 4. 2

水産課

5333 9 放流技術開発事業
昭和56年度栽培漁業関係補助事業実施計画ヒヤリ
ングの開催について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.26
(決)昭56. 3.26

水産課

5333 10 放流技術開発事業
昭和56年度栽培漁業関係事業の素案ヒヤリングに
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 2.23
(決)昭56. 2.24

水産課

5333 11 放流技術開発事業
昭和55年度栽培漁業技術開発事業成果報告会の開
催について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.23
(決)昭56. 2.24

水産課

5334 1
静岡県近海かつおまぐろ漁業者協
議会

静岡県近海かつおまぐろ漁業者協議会第６回通常
総代会臨席案内

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 6
静岡県近海かつ
おまぐろ漁業者
協議会

5334 2
静岡県近海かつおまぐろ漁業者協
議会

静岡県近海かつおまぐろ漁業者協議会役員会議案
書

昭和５２年度 (収)昭53. 3.10
静岡県近海かつ
おまぐろ漁業者
協議会
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5334 3
静岡県近海かつおまぐろ漁業者協
議会

臨席願 昭和５２年度 (収)昭52. 5.11
静岡県近海かつ
おまぐろ漁業者
協議会

5335 1 第二次漁港海岸事業五箇年計画
第二次漁港海岸事業五箇年計画の策定について
（提出）

昭和５１年度 (施)昭51. 5.20
静岡県農業水産
部長

5336 1 第３回漁港施設現況調査 第３回漁港施設現況調査表記入要領 昭和５１年度 水産庁漁港部

5336 2 第３回漁港施設現況調査 第３回漁港施設現況調査について 昭和５３年度 (収)昭54. 1.27
水産庁漁港部計
画課調査班

5336 3 第３回漁港施設現況調査 漁港施設現況調査について（回答） 昭和５３年度 (起)昭53. 5.19
農業水産部漁港
課

5337 1
昭和52～56年ゴルフ場内の国有地
関係綴

ゴルフ場敷地内に介在する公共用財産の処理状況
について（報告）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 5.30

公共用地課

5337 2
昭和52～56年ゴルフ場内の国有地
関係綴

ゴルフ場敷地内に介在する公共用財産の処理状況
について（報告）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.27
(決)昭55. 5.28

公共用地課

5337 3
昭和52～56年ゴルフ場内の国有地
関係綴

ゴルフ場敷地内に介在する公共用財産の処理状況
について（報告）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.29
(決)昭54. 5.30
(施)昭54. 5.30

公共用地課

5337 4
昭和52～56年ゴルフ場内の国有地
関係綴

ゴルフ場内に介在する公共用財産の処理状況につ
いて（報告）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 8
(決)昭53. 5.11
(施)昭53. 5.16

公共用地課

5337 5
昭和52～56年ゴルフ場内の国有地
関係綴

ゴルフ場内に介在する国有財産の処理促進につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 8
(決)昭53. 5.11
(施)昭53. 5.11

公共用地課

5337 6
昭和52～56年ゴルフ場内の国有地
関係綴

ゴルフ場内に介在する公共用財産の処理状況等に
ついて（報告）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.20
(決)昭52. 5.26
(施)昭52. 5.26

公共用地課

5338 1 裾野市千福所有権確認訴訟関係綴
静岡地方法務局長からの照会に対する回答につい
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.12
(決)昭51.10.14
(施)昭51.10.14

公共用地課

5339 1
昭和52年３月４日 有東坂溜池訴
訟綴

有東坂係溜池訴訟について（復命） 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 4 公共用地課

5340 1
昭和52年６月21日 有東坂溜池訴
訟綴

昭和52年６月21日 有東坂溜池訴訟綴 昭和５２年度 公共用地課

5341 1
松崎町江奈境界確認請求事件関係　
No.２

松崎町江奈地区境界確定所有権確認請求事件の判
決の確定について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.24
(決)昭56. 4.28
(施)昭56. 4.28

公共用地課

5341 2
松崎町江奈境界確認請求事件関係　
No.２

松崎町江奈地区境界確定所有権確認請求事件の判
決についての上訴の要否について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

公共用地課

5341 3
松崎町江奈境界確認請求事件関係　
No.２

松崎町江奈地区境界確定事件の資料について（供
覧）

昭和５５年度
(起)昭55.11.19
(決)昭55.11.21

公共用地課

5341 4
松崎町江奈境界確認請求事件関係　
No.２

指定代理人の変更について（依頼） 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 2
(決)昭54. 4. 3
(施)昭54. 4. 3

公共用地課

5341 5
松崎町江奈境界確認請求事件関係　
No.２

松崎町江奈地区の訴訟事件について（供覧） 昭和５１年度 (起)昭51. 5. 1 公共用地課

5341 6
松崎町江奈境界確認請求事件関係　
No.２

土地境界確定請求事件に伴う指定代理人の変更等
について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 4
(決)昭52. 4. 7
(施)昭52. 4. 8

公共用地課
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5341 7
松崎町江奈境界確認請求事件関係　
No.２

松崎町江奈地区の境界確定請求事件に係る調停に
ついて（復命）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.13
(決)昭52. 4.14

公共用地課

5342 1
静岡西土木事務所不用物件の処理
協議及び回答

不用物件の引渡しについて（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56.11.20
(決)昭56.11.26
(施)昭56.11.27

道路維持課

5342 2
静岡西土木事務所不用物件の処理
協議及び回答

不用物件の処理について（回答） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

道路維持課

5342 3
静岡西土木事務所不用物件の処理
協議及び回答

不用物件の処理について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 9
(決)昭56. 7.13
(施)昭56. 7.13

道路維持課

5342 4
静岡西土木事務所不用物件の処理
協議及び回答

不用物件の処理について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 9
(決)昭56. 7.13
(施)昭56. 7.13

道路維持課

5342 5
静岡西土木事務所不用物件の処理
協議及び回答

不用物件の処理について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.20
(施)昭56. 7.20

道路維持課

5343 1
静清広域都市計画決定（案）協議
書（駒越都市下水路）

静清広域都市計画下水道（駒越都市下水路）の決
定について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 5
(決)昭55.12.16
(施)昭55.12.16

道路維持課

5344 1 都市計画の道路の協議について 裾野市都市計画の協議について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.29
(決)昭54. 7.10
(施)昭54. 7.11

道路維持課

5345 1 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に伴う道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.13
(決)昭51. 5.18
(施)昭51. 5.18

道路維持課

5345 2 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 1
(決)昭51. 6.11
(施)昭51. 6.11

道路維持課

5345 3 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 7
(決)昭51. 6.11
(施)昭51. 6.11

道路維持課

5345 4 自動車運送事業に関する意見
一般路線賃物自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に伴う道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.11
(決)昭51. 6.26
(施)昭51. 6.26

道路維持課

5345 5 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.26
(決)昭51. 6.30
(施)昭51. 6.30

道路維持課

5345 6 自動車運送事業に関する意見
道路運送法第124条の規定により提出した意見等
に関する調査について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.26
(決)昭51. 6.30
(施)昭51. 6.30

道路維持課

5345 7 自動車運送事業に関する意見
道路運送法第124条の規定により提出した意見等
に関する調査について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.14
(決)昭51. 7.15
(施)昭51. 7.15

道路維持課

5345 8 自動車運送事業に関する意見
一般路線賃物自動車運送事業の事業計画変更認可
申請書の取下げについて

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 6
(決)昭51. 8.25
(施)昭51. 8.25

道路維持課

5345 9 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 6
(決)昭51. 8.13
(施)昭51. 8.13

道路維持課

5345 10 自動車運送事業に関する意見
一般路線賃物自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に伴う道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.12
(決)昭51. 8.20
(施)昭51. 9. 3

道路維持課

5345 11 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.28
(決)昭51.10. 1
(施)昭51.10. 2

道路維持課

5345 12 自動車運送事業に関する意見
一般路線賃物自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に伴う道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51.10. 4
(決)昭51.10. 8
(施)昭51.10. 8

道路維持課

5345 13 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業の開始許可申請に伴
う道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51.10.18
(決)昭51.10.25
(施)昭51.10.25

道路維持課
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5345 14 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51.12.24
(決)昭51.12.29
(施)昭52. 1.10

道路維持課

5345 15 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 3
(決)昭52. 9. 8
(施)昭52. 9. 8

道路維持課

5345 16 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に伴う道路管理上の意見について（報告）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.28
(決)昭52.10. 4
(施)昭52.10. 4

道路維持課

5345 17 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５２年度
(起)昭52.11.24
(決)昭52.12. 9
(施)昭52.12. 9

道路維持課

5345 18 自動車運送事業に関する意見
一般路線貨物自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に伴う道路管理上の意見について（報告）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.28
(決)昭53. 3. 6
(施)昭53. 3. 7

道路維持課

5345 19 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業経営免許申請に伴う
道路管理上の意見について（報告）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.28
(決)昭53. 3. 6
(施)昭53. 3. 7

道路維持課

5345 20 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に伴う道路管理上の意見について（報告）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.28
(決)昭53. 3.  

道路維持課

5345 21 自動車運送事業に関する意見
一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可
申請に伴う道路管理上の意見について（報告）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.28
(決)昭53. 3.  

道路維持課

5346 1
東急千福第１期実施計画承認申請
書

事業計画の変更に対する承認について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.23
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 5.30

土地対策課

5347 1
東急千福第１期実施計画承認申請
図面（１／２）

富士高原都市裾野千福地区第一期計画変更公図写
し  

昭和５５年度 (収)昭55. 5.30
東京急行電鉄株
式会社

5348 1
東急千福第１期実施計画承認申請
図面（２／２）

富士高原都市裾野千福地区第一期計画変更公図写
し  

昭和５５年度 (収)昭55. 5.30
東京急行電鉄株
式会社

5349 1
東急千福第１期実施計画承認申請
書

富士高原都市裾野葛山地区開発実施計画書 昭和５１年度 (収)昭51. 5.  
東京急行電鉄株
式会社

5350 1
土地利用事業計画承認（東名裾野
ゴルフ場）

太陽グリーンランド（株）に対する土地利用対策
委員会承認期間の延長について

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 8
(決)昭51. 7. 6
(施)昭51. 7. 6

土地対策課

5351 1 土地利用実施計画訴訟関係
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の
権限等に関する法律に基づく訴訟について

昭和５１年度
(起)昭51.11.13
(決)昭51.11.20
(施)昭51.11.20

土地対策課

5352 1 静岡県土地利用事業の適正化
静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱等
の認証について

昭和５２年度 (収)昭52.10.12 富士市

5353 1
太陽グリーンランド（株）損害賠
償関係

供覧 昭和５１年度 (起)昭52. 2. 2 土地対策課

5353 2
太陽グリーンランド（株）損害賠
償関係

太陽グリーンランド株式会社の損害賠償請求事件
について

昭和５１年度 (起)昭52. 2. 2 土地対策課

5353 3
太陽グリーンランド（株）損害賠
償関係

太陽グリーンランド（株）の訴訟にかかる口頭弁
論（第１回）の概要について

昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.11.29

土地対策課

5353 4
太陽グリーンランド（株）損害賠
償関係

太陽グリーンランド（株）のゴルフ場計画につい
て

土地対策課

5354 1 太陽グリーンランド裁判関係 太陽グリーンランド裁判（証人訊問） 昭和５５年度 (施)昭55. 5. 2

5354 2 太陽グリーンランド裁判関係
原告の昭和54年５月25日付け準備書面に対する反
論

昭和５４年度
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5354 3 太陽グリーンランド裁判関係
昭和51年（ワ）第159号損害賠償請求事件準備書
面

昭和５４年度 (収)昭54. 5.25 原告訴訟代理人

5354 4 太陽グリーンランド裁判関係 準備書面（５） 昭和５４年度 (収)昭54. 5.25
被告富士市指定
代理人

5354 5 太陽グリーンランド裁判関係 準備書面（４） 昭和５３年度 (収)昭54. 3. 6
被告富士市指定
代理人

5354 6 太陽グリーンランド裁判関係 原告代表者本人調書 昭和５３年度 (収)昭53.12.22 静岡地方裁判所

5354 7 太陽グリーンランド裁判関係
特別土地保有税更正請求棄却決定取消等請求事件　
判決

昭和５２年度 (収)昭53. 2.24 静岡地方裁判所

5354 8 太陽グリーンランド裁判関係 準備書面（１） 昭和５２年度 (収)昭52. 6.24
被告富士市指定
代理人

5354 9 太陽グリーンランド裁判関係 昭和51年11月25日付質問書への回答 昭和５１年度 (収)昭52. 1.19 富士市長

5354 10 太陽グリーンランド裁判関係 質問書 昭和５１年度 (収)昭51.11.25
太陽グリーンラ
ンド株式会社

5354 11 太陽グリーンランド裁判関係
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の
権限等に関する法律に基づく訴訟について（進
達）

昭和５１年度 (施)昭51.11.20 土地対策課

5354 12 太陽グリーンランド裁判関係
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の
権限等に関する法律に基づく訴訟について（通
知）

昭和５１年度 (収)昭51.11.15
自治大臣官房文
書広報課長

5354 13 太陽グリーンランド裁判関係 新聞記事

5355 1
太陽グリーンランド（株）ゴルフ
場造成事業関係資料

富士市自然環境保全会議諮問書 昭和５１年度 (収)昭51. 4.23 富士市

5356 1
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

太陽グリーンランド裁判（証人訊問） 昭和５４年度 (収)昭54.12. 7

5356 2
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

準備書面（５） 昭和５４年度 (収)昭54. 5.25
被告富士市指定
代理人

5356 3
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

準備書面 昭和５４年度 (収)昭54. 5.25 原告訴訟代理人

5356 4
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

準備書面 昭和５３年度 (収)昭54. 3. 6 原告訴訟代理人

5356 5
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

準備書面（４） 昭和５３年度 (収)昭54. 3. 6
被告富士市指定
代理人

5356 6
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

証拠の申出 昭和５３年度 (収)昭53. 4.21 原告訴訟代理人
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5356 7
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

準備書面 昭和５３年度 (収)昭53. 4.21 原告訴訟代理人

5356 8
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

訴状 昭和５１年度 (収)昭51. 9.30

5356 9
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その１）

特別土地保有税更正請求棄却決定取消等請求事件　
判決

昭和５２年度 (収)昭53. 2.24 静岡地方裁判所

5357 1
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その２）

太陽グリーンランド裁判（証人訊問） 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 1

5357 2
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その２）

証拠の申出 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 1 原告訴訟代理人

5357 3
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その２）

雑誌「自由」８月号記事 昭和５４年度

5357 4
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その２）

準備書面 昭和５３年度 (収)昭53. 4.21 原告訴訟代理人

5357 5
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その２）

準備書面 昭和５４年度 (収)昭54. 5.25 原告訴訟代理人

5357 6
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その２）

証拠の申出 昭和５３年度 (収)昭53. 4.21 原告訴訟代理人

5357 7
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その２）

証拠の申出 昭和５４年度 (収)昭54. 5.25 原告訴訟代理人

5358 1
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

乙第１号証の１

5358 2
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

乙第２号証

5358 3
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

乙第３号証

5358 4
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

甲第11号証

5358 5
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

甲第12号証の１

5358 6
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

甲第４号証の１
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5358 7
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

甲第５号証

5358 8
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

準備書面（５） 昭和５４年度 (収)昭54. 5.25
被告富士市指定
代理人

5358 9
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

静岡県土地利用対策委員会指導要綱等の関係諸規
程と市町村の関係及びこれら関係諸規程と原告の
土地取得の関係

5358 10
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

土地利用事業に関する指導要綱関係資料（50．
11．１改正）

5358 11
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

土地利用事業に関する指導要綱関係資料

5358 12
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

静岡県土地利用対策委員会関係資料（７人委員
会）

5358 13
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

静岡県土地利用対策委員会関係資料（７人委員
会）

5358 14
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

証拠の申出 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 1 原告訴訟代理人

5358 15
土地利用太陽グリーンランド・ゴ
ルフ場（富士宮）訴訟関係資料
（その３）

証拠申出書 昭和５３年度 (収)昭53. 9.22
被告富士市指定
代理人

5359 1
沼津市北小林土地区画整理組合設
立認可申請書

沼津市北小林土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭52. 2. 3 計画課

5359 2
沼津市北小林土地区画整理組合設
立認可申請書

沼津市北小林土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和５１年度
(決)昭51.10.25
(施)昭51.10.26

計画課

5360 1
静岡市川合土地区画整理組合設立
認可申請書

静岡市川合土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.24 計画課

5360 2
静岡市川合土地区画整理組合設立
認可申請書

静岡市川合土地区画整理組合の設立について（伺
い）

昭和５０年度 (起)昭51. 3.15 計画課

5361 1
開発区域内における建築等の制限
の解除について

開発区域内における建設等の制限の解除について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.11
(決)昭54. 8.15
(施)昭54. 8.15

土地対策課

5362 1 優良住宅新築認定申請書 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定について 昭和５５年度
(起)昭55.11.12
(決)昭55.11.17
(施)昭55.11.17

土地対策課

5363 1 陳情書綴 静岡駅直通地下街路の開設に関する陳情 昭和５５年度 (収)昭55. 7. 5
静岡市中央商店
街連合会

5363 2 陳情書綴 国鉄静岡駅北口地下道の設置案の変更について 昭和５５年度 (収)昭56. 2.28 御幸町町内会長

5363 3 陳情書綴
昭和56年度の静岡駅北口広場整備事業費について
（陳情）

昭和５５年度 (収)昭55.11.27 静岡市長
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5363 4 陳情書綴
西遠広域都市計画都市高速鉄道遠州鉄道鉄道線連
続立体交差化事業の工事に係る建設業者の指名に
ついて（要望）

昭和５５年度 (収)昭55. 9.22
遠州鉄道株式会
社

5363 5 陳情書綴 国鉄高架関連側道の整備促進方について（陳情） 昭和５５年度 (収)昭55.10. 8 静岡市長

5363 6 陳情書綴
国道257号の成子町、菅原町交差点に地下道の新
設要望について

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 8
(決)昭55. 8.12
(施)昭55. 8.13

都市整備課

5363 7 陳情書綴
国道257号の成子町、菅原町交差点に地下横断歩
道の新設要望について

昭和５５年度 (起)昭55. 7.24 都市整備課

5363 8 陳情書綴 静岡駅構内タクシー組合の陳情 昭和５５年度 (収)昭55. 6.26
静岡駅構内タク
シー組合

5363 9 陳情書綴
都市計画道路曳馬中田島線（助信町・新津町地
内）の地下道設置について要望

昭和５４年度 (収)昭55. 1.30
浜松市曳馬地区
自治会連合会

5363 10 陳情書綴 陳情書 昭和５４年度 (収)昭54.12.17
静岡駅周辺整備
促進協議会

5363 11 陳情書綴 陳情書 昭和５４年度 (収)昭54.11.21 静岡市長

5363 12 陳情書綴
静岡駅周辺整備促進協議会から提示された「静岡
駅前広場整備計画について」の送付について

昭和５３年度 (収)昭54. 2.22 静岡市長

5363 13 陳情書綴 浜松駅周辺の街づくりについての要望書 昭和５３年度 (収)昭54. 2.15
静岡県商工団体
連合会

5363 14 陳情書綴 静岡駅及び周辺整備に関する要望について 昭和５３年度 (収)昭53.10.13
静岡市中央商店
街連合会

5363 15 陳情書綴
東海道本線高架事業に対する地元からの要望書に
ついて（副申）

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 1 浜松市長

5363 16 陳情書綴
国鉄東海道本線高架化事業の促進について（陳
情）

昭和５１年度 (収)昭52. 3.30
静岡市国鉄高架
期成同盟会

5363 17 陳情書綴
遠州鉄道高架事業の促進に関する陳情について
（副申）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.17 浜松市長

5363 18 陳情書綴 静岡駅周辺整備に関する要望 昭和５３年度 (収)昭53. 7.26 静岡商工会議所

5363 19 陳情書綴 浜松鉄道高架陳情

5363 20 陳情書綴
国鉄東海道本線「手小荷物取扱い所」の位置変更
についての御願い

昭和５０年度 (収)昭51. 3.30 駅南銀座振興会

5363 21 陳情書綴
陳情書（東海道本線高架化事業の昭和51年度事業
費の要望について）

昭和５０年度 (収)昭50.12. 4 浜松市長

5363 22 陳情書綴 静岡駅改築に伴う設備のお願いについて 昭和４９年度 (収)昭49. 5.20
静岡市身体障害
者団体連合会

5363 23 陳情書綴 専用線の開業時期について 昭和５０年度 (収)昭50.10.17
浜松委託運送株
式会社
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5363 24 陳情書綴 史跡公園の計画決定について 昭和４８年度 (収)昭48. 9.25
伊場遺跡を守る
会

5363 25 陳情書綴
国鉄東海道本線高架化に伴う新駅舎及び高架下の
一部借用について（お願い）

昭和４８年度 (収)昭48. 4.25
静岡鉄道株式会
社

5363 26 陳情書綴 陳情書 昭和４７年度 (収)昭48. 2. 2 浜松市長

5363 27 陳情書綴 身体障害者の生活圏拡大の推進について 昭和４９年度 (収)昭49. 6. 1 民生部長

5363 28 陳情書綴
静岡市内国鉄東海道本線高架事業の促進について
（陳情）

昭和５０年度 (収)昭51. 1.20
静岡市国鉄高架
期成同盟会

5363 29 陳情書綴 陳情書 昭和４９年度 (収)昭49.12.17 静岡市長

5363 30 陳情書綴
東海道線高架事業の昭和49年度事業に係る今後の
予算措置について

昭和４９年度 (収)昭49.11.14 浜松市長

5363 31 陳情書綴 三島市要望書の進達について 昭和４８年度 (収)昭48. 9. 1 三島市長

5363 32 陳情書綴 決議文 昭和４７年度 (収)昭48. 2. 8
浜松市自治会連
合会

5363 33 陳情書綴 国鉄高架関連街路拡巾要望について（副申） 昭和４７年度 (収)昭47.11. 7
静岡土木事務所
長

5364 1
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可申請手数料実績報告　昭和52年度
（52年４月～53年３月累計）

昭和５２年度 都市整備課

5364 2
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可申請手数料実績報告　昭和52年度
（52年４月～12月累計）

昭和５２年度 都市整備課

5364 3
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

違反広告物の是正実施について（報告） 昭和５２年度 (収)昭52.11.25
熱海土木事務所
長

5364 4
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可申請手数料実績報告　昭和52年度
（52年４月～９月累計）

昭和５２年度 都市整備課

5364 5
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可申請手数料実績報告　昭和52年度
（52年４月～６月累計）

昭和５２年度 都市整備課

5364 6
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可申請手数料実績報告　昭和51年度
（51年４月～52年３月累計）

昭和５１年度 都市整備課

5364 7
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可申請手数料報告　昭和51年10月～
12月実績

昭和５１年度 都市整備課

5364 8
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

秋のサービス週間における違反広告物の除去作業
実績について

昭和５１年度 (収)昭51.12.20
東電広告株式会
社

5364 9
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物行政の実施状況について（報告） 昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.11.27
(施)昭51.11.29

都市整備課

5364 10
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可申請手数料報告　昭和51年７月～
９月実績

昭和５１年度 都市整備課

5364 11
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

違反広告物の是正実施について（報告） 昭和５１年度 (収)昭51.10.21
熱海土木事務所
長
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5364 12
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物処理状況について（報告） 昭和５１年度 (収)昭51.10.18
下田土木事務所
長

5364 13
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可申請手数料報告　昭和51年４月～
６月実績

昭和５１年度 都市整備課

5364 14
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

違反広告物の除去結果について 昭和５１年度 (収)昭51. 5.21
沼津土木事務所
長

5364 15
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

昭和50年度屋外広告物許可申請手数料実績 昭和５０年度 都市整備課

5364 16
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

昭和50年度違反広告物是正状況 昭和５０年度 都市整備課

5364 17
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

昭和50年度屋外広告物許可申請手数料実績 昭和５０年度 都市整備課

5364 18
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

昭和48年度屋外広告物許可手数料調べ 昭和４８年度 都市整備課

5364 19
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

屋外広告物許可及び取締状況調 昭和４７年度 都市整備課

5364 20
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

昭和47年度屋外広告物許可手数料調べ 昭和４７年度 都市整備課

5364 21
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

昭和46年度屋外広告物許可手数料件数調べ 昭和４６年度 都市整備課

5364 22
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

昭和43年度屋外広告物申請手数料件数収入額調 昭和４３年度 都市整備課

5364 23
屋外広告物の許可及び取締状況に
関する調

昭和42年度屋外広告物申請手数料件数収入額調 昭和４２年度 都市整備課

5365 1 屋外広告物審議会資料 屋外広告物審議会提出議案 昭和５６年度

5365 2 屋外広告物審議会資料 屋外広告物審議会提出議案 昭和５５年度

5366 1
街路事業（連続交代交差・遠州鉄
道線）詳細設計協議申請書

街路事業（連続立体交差）詳細設計協議設計書 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.12

市整備課

5367 1
田方広域都市計画狩野川流域下水
道の変更

田方広域都市計画下水道の変更について（狩野川
流域下水道東部処理区）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 6
(決)昭53. 6. 7

計画課

5368 1
狩野川流域下水道計画の変更につ
いて

狩野川流域下水道計画の変更について（事前協
議）

昭和５２年度 (施)昭53. 2.25 下水道室

5369 1 財務会計システム検討結果報告書 財務会計システム検討結果報告書 昭和５３年度 (施)昭53.10.  電子計算課

5370 1
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和51年度移動芸術祭・同巡回公演（秋季公演）
文楽公演実施報告書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.11.19
(決)昭51.11.20
(施)昭51.11.22

文化課

5370 2
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和51年度移動芸術祭・同巡回公演（秋季公演）
バレエ公演実施報告書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.10.25
(決)昭51.10.26
(施)昭51.10.26

文化課

5370 3
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和51年度移動芸術祭・同巡回公演（秋季公演）
歌舞伎公演実施報告書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.30
(決)昭51.10. 1
(施)昭51.10. 1

文化課
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5370 4
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和52年度移動芸術祭中央派遣舞台芸術公演の希
望調査について

昭和５１年度
(起)昭51.10.12
(決)昭51.10.13
(施)昭51.10.13

文化課

5370 5
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和51年度移動芸術祭・同巡回公演（秋季公演）
開催計画書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.18
(決)昭51. 8.19
(施)昭51. 8.20

文化課

5370 6
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和50年度移動芸術祭・同巡回公演に対する県費
負担（助成）について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.19
(決)昭51. 7.20
(施)昭51. 7.20

文化課

5370 7
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和52年度移動芸術祭中央派遣舞台芸術公演の希
望調査について（回答）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 9
(決)昭51. 7.12
(施)昭51. 7.12

文化課

5370 8
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和52年度移動芸術祭中央派遣舞台芸術公演の希
望調査について（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.30
(決)昭51. 7. 1
(施)昭51. 7. 1

文化課

5370 9
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和51年度移動芸術祭巡回公演（秋季公演）バレ
エ公演実施報告書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.23
(決)昭51. 6.24
(施)昭51. 6.25

文化課

5370 10
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和51年度移動芸術祭・同巡回公演（秋季公演）
打合わせ会の開催について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.19
(決)昭51. 5.19
(施)昭51. 5.19

文化課

5370 11
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和51年度移動芸術祭・同巡回公演（春季公演）
バレエ公演開催計画書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(決)昭51. 5.27
(施)昭51. 5.27

文化課

5370 12
昭和51年度移動芸術祭・同巡回公
演

昭和51年度移動芸術祭・同巡回公演及び同春季公
演打合せ会の開催について

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 9
(決)昭51. 2.10
(施)昭51. 2.10

文化課

5371 1 昭和54年度こども青少年芸術劇場 昭和54年度こども芸術劇場実績調査について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 8
(決)昭54. 9.11
(施)昭54. 9.11

文化課

5371 2 昭和54年度こども青少年芸術劇場 昭和54年度青少年芸術劇場実績調査について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 1
(決)昭54. 9. 4
(施)昭54. 9. 4

文化課

5371 3 昭和54年度こども青少年芸術劇場
昭和54年度青少年・こども芸術劇場実績調査につ
いて（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.11
(決)昭54. 7.12
(施)昭54. 7.13

文化課

5371 4 昭和54年度こども青少年芸術劇場
昭和54年度「青少年芸術劇場」及び「こども芸術
劇場」実施に関する連絡打合せ会の開催について

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 2
(決)昭54. 5. 7
(施)昭54. 5. 7

文化課

5371 5 昭和54年度こども青少年芸術劇場
昭和54年度「こども芸術劇場」及び「青少年芸術
劇場」の主催者及び協賛者等について

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 2
(決)昭54. 5. 2
(施)昭54. 5. 2

文化課

5371 6 昭和54年度こども青少年芸術劇場
昭和54年度青少年・こども芸術劇場実施に関する
連絡打合せ会の開催について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.26
(決)昭54. 4.26
(施)昭54. 4.26

文化課

5372 1 静岡県コミュニティ研究会 復命書（コミュニティ確立部会） 昭和５３年度 (起)昭53. 6.28 文化課

5372 2 静岡県コミュニティ研究会 昭和54年コミュニティ関連事業実施計画（回答） 昭和５３年度 (起)昭53.11. 9 文化課

5373 1
凸版印刷株式会社工場建設事業実
施計画書②

協定書 昭和４９年度

5374 1 昭和48年 第１回市場公募債 公募積台帳の作成について 昭和４８年度 (起)昭49. 1.25 会計課

5374 2 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度第１回静岡県公募債証券原簿の作成に
ついて

昭和４８年度 (起)昭49. 1. 5 会計課

5374 3 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度第１回静岡県公募債証券の納入場所等
について

昭和４８年度
(起)昭49. 1.16
(決)昭49. 1.17
(施)昭49. 1.17

会計課
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5374 4 昭和48年 第１回市場公募債
静岡県公募債の発行について出納事務資料に登載
することについて

昭和４８年度 (起)昭49. 1.11 会計課

5374 5 昭和48年 第１回市場公募債 公募債打合会の開催について 昭和４８年度
(起)昭48.12.20
(決)昭48.12.20
(施)昭48.12.21

会計課

5374 6 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度第１回静岡県公募債発行にかかる契約
締結の完了について

昭和４８年度 (起)昭48.12. 8 会計課

5374 7 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度第１回静岡県公募債発行総額達成のお
礼状としてのチラシの作成について

昭和４８年度
(起)昭48.12. 6
(決)昭48.12.10

会計課

5374 8 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度第１回静岡県公募債券面金額別発行枚
数の決定およびせん札原簿作成について

昭和４８年度
(起)昭48.12. 6
(決)昭48.12.10
(施)昭48.12.11

会計課

5374 9 昭和48年 第１回市場公募債 静岡県公報の正誤訂正について（伺い） 昭和４８年度
(起)昭48.11.30
(決)昭48.12. 3
(施)昭48.12. 3

会計課

5374 10 昭和48年 第１回市場公募債 静岡県公募債にかかる申込証の供覧 昭和４８年度 (起)昭48.11.29 会計課

5374 11 昭和48年 第１回市場公募債 静岡県公募債募集完了に伴う礼状の発送について 昭和４８年度
(起)昭48.11.29
(決)昭48.12. 5
(施)昭48.12. 5

会計課

5374 12 昭和48年 第１回市場公募債 静岡県市場公募地方債引受シ団打合会について 昭和４８年度
(起)昭48.11. 6
(決)昭48.11. 8
(施)昭48.11. 8

会計課

5374 13 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度第１回静岡県公募債発行受領の県公報
登載について

昭和４８年度
(起)昭48.10.30
(決)昭48.10.30

会計課

5374 14 昭和48年 第１回市場公募債 定例部長会議報告事項について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48.10.25 会計課

5374 15 昭和48年 第１回市場公募債
静岡県公募債発行（募集）の周知および広報用チ
ラシの配付について

昭和４８年度
(起)昭48.10.26
(決)昭48.10.26

会計課

5374 16 昭和48年 第１回市場公募債 静岡県市場公募地方債の発行について（通知） 昭和４８年度
(起)昭48.10.26
(決)昭48.10.31
(施)昭48.11. 8

会計課

5374 17 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度における公募債証券印刷の単価契約依
頼について

昭和４８年度
(起)昭48.10.24
(決)昭48.10.26
(施)昭48.10.26

会計課

5374 18 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度第１回静岡県公募債発行受領の作成に
ついて

昭和４８年度
(起)昭48.10.24
(決)昭48.11. 5

会計課

5374 19 昭和48年 第１回市場公募債
市場公募地方債の諸契約証書作成のための協議に
ついて（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.10.24
(決)昭48.10.29

会計課

5374 20 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年11月分市場公募債発行要望額の資料提出
について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.10.11
(決)昭48.10.11

会計課

5374 21 昭和48年 第１回市場公募債
静岡県公募債（市場公募債）の広報資料について
（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48.10. 9
(決)昭48.10.12

会計課

5374 22 昭和48年 第１回市場公募債
昭和48年度静岡県公募債発行受領の作成について
（伺い）

昭和４８年度 (起)昭48. 8.16 会計課

5374 23 昭和48年 第１回市場公募債
市場公募地方債の公債条例又は公債規則の送付に
ついて（依頼）

昭和４８年度
(起)昭48. 8.16
(決)昭48. 8.18
(施)昭48. 8.18

会計課

5374 24 昭和48年 第１回市場公募債
市場公募地方債証券の印刷ならびに発行要項の作
成について（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 8.14
(決)昭48. 8.14

会計課
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5374 25 昭和48年 第１回市場公募債 新聞発表について（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 7.25 会計課

5374 26 昭和48年 第１回市場公募債
市場公募地方債引受並びに募集シ団編成日程につ
いて（伺い）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.16
(決)昭48. 7.16

会計課

5374 27 昭和48年 第１回市場公募債 市場公募地方債発行事務打合せについて（伺い） 昭和４８年度 (起)昭48. 5.21 会計課

5374 28 昭和48年 第１回市場公募債
市場公募地方債発行の準備事務概要について（伺
い）

昭和４８年度 (起)昭48. 5. 8 会計課

5375 1
自然休養村整備事業認定（南伊豆
町太陽）

南伊豆町太陽地区農業構造改善計画書（昭和47年
６月）

昭和４７年度 農政課

5376 1 事務事業の見直し
行財政対策委員会特別部会等の報告（昭和57年３
月30日　行財政対策委員会）

昭和５６年度 財政課

5376 2 事務事業の見直し 行財政対策委員会財政部会（昭和55年10月29日） 昭和５５年度 財政課

5376 3 事務事業の見直し
昭和56年度当初予算における事務・事業の見直し
改善状況の報告について

財政課

5377 1
普通交付税（算出資料）昭和47～
49年度

昭和49年度　普通交付税の再算定について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.17
(決)昭50. 1.17
(施)昭50. 1.17

財政課

5377 2
普通交付税（算出資料）昭和47～
49年度

８月算定の誤り等の調及び河川・港湾費の算定に
用いる地方負担額等の調べについて

昭和４９年度 (起)昭49.12.25 財政課

5377 3
普通交付税（算出資料）昭和47～
49年度

昭和49年度　地方交付税の額の算定について 昭和４９年度 (起)昭49. 7.29 財政課

5377 4
普通交付税（算出資料）昭和47～
49年度

昭和48年度　普通交付税の再算定について 昭和４８年度 (施)昭49. 1.21 財政課

5377 5
普通交付税（算出資料）昭和47～
49年度

昭和48年度地方交付税算出資料集計表について 昭和４８年度 (施)昭48. 8.27 財政課

5377 6
普通交付税（算出資料）昭和47～
49年度

昭和47年度　普通交付税の再算定について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.21
(決)昭48. 1.22
(施)昭48. 1.22

財政課

5377 7
普通交付税（算出資料）昭和47～
49年度

昭和47年度　地方交付税の額の算定について 昭和４７年度
(起)昭47. 7.22
(決)昭47. 7.22
(施)昭47. 7.22

財政課

5378 1
普通交付税（算出資料）昭和50年
度

昭和50年度普通交付税の算定について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.29 財政課

5378 2
普通交付税（算出資料）昭和50年
度

昭和50年度普通交付税の再算定について（提出） 昭和５０年度 (起)昭50.12. 5 財政課

5378 3
普通交付税（算出資料）昭和50年
度

昭和50年度分の地方交付税のうち普通交付税の額
の決定について

昭和５０年度 (収)昭50. 8.30 自治大臣

5378 4
普通交付税（算出資料）昭和50年
度

電文の発信について（伺い） 昭和５０年度 (起)昭50.10.28 財政課

5378 5
普通交付税（算出資料）昭和50年
度

昭和50年度普通交付税の再算定について 昭和５０年度 (収)昭50.11.22
自治省財政局交
付税課長

5379 1 46特別交付税 昭和46年度分特別交付税の決定について 昭和４６年度 (収)昭47. 2.25 自治大臣
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5379 2 46特別交付税
昭和46年度特別交付税算定にかかる基礎資料につ
いて（回答）

昭和４６年度
(起)昭46.12.20
(決)昭46.12.20
(施)昭46.12.21

財政課

5379 3 46特別交付税 昭和47年度特別交付税配分について（電文案） 昭和４７年度 (起)昭48. 2.24 財政課

5379 4 46特別交付税
昭和47年度特別交付税算定にかかる基礎資料につ
いて（回答）

昭和４７年度 (施)昭47.12.21 財政課

5380 1 50特別交付税 昭和50年度特別交付税特殊事情書 昭和５０年度 財政課

5381 1 県債管理基金
基金による債権購入の見積参加人資格者の指定に
ついて

昭和５４年度 (起)昭55. 2.29 財政課

5381 2 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.26 財政課

5381 3 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.26 財政課

5381 4 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.28 財政課

5381 5 県債管理基金 静岡県県債管理基金の通知預金解約について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.28 財政課

5381 6 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.28 財政課

5381 7 県債管理基金 県登録債の購入について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.18
(決)昭55. 3.28
(施)昭55. 3.28

財政課

5381 8 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.22
(施)昭55. 3.22

財政課

5381 9 県債管理基金 静岡県県債管理基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.  財政課

5381 10 県債管理基金 静岡県県債管理基金の通知預金解約について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.29 財政課

5381 11 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.18 財政課

5381 12 県債管理基金 県登録債の購入について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.12
(決)昭55. 3.12
(施)昭55. 3.14

財政課

5381 13 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 1. 8 財政課

5381 14 県債管理基金 静岡県県債管理基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 8 財政課

5381 15 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.19 財政課

5381 16 県債管理基金 静岡県県債管理基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭54.11.15 財政課

5381 17 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 財政課
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5381 18 県債管理基金 静岡県県債管理基金の通知預金解約について 昭和５４年度 (起)昭54.11.10 財政課

5381 19 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54.11.18 財政課

5381 20 県債管理基金 県縁故債の購入について 昭和５４年度
(起)昭54.10.31
(決)昭54.11. 6
(施)昭54.11. 6

財政課

5381 21 県債管理基金 県債（縁故債）の購入について 昭和５４年度
(起)昭54.11.14
(決)昭54.11.21
(施)昭54.11.21

財政課

5381 22 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.10 財政課

5381 23 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.19

5381 24 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 財政課

5381 25 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 財政課

5381 26 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54.11.15 財政課

5381 27 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.10.23 財政課

5381 28 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.10.12 財政課

5381 29 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 財政課

5381 30 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.10. 9 財政課

5381 31 県債管理基金 静岡県県債管理基金の通知預金解約について 昭和５４年度 (起)昭54.10. 8 財政課

5381 32 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54.10. 8 財政課

5381 33 県債管理基金 県債（市場公募債）の購入について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.27
(決)昭54.10. 5
(施)昭54.10. 5

財政課

5381 34 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 財政課

5381 35 県債管理基金 静岡県県債管理基金の通知預金解約について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 財政課

5381 36 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 財政課

5381 37 県債管理基金 静岡県県債管理基金の再運用について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.17
(決)昭54. 7.17
(施)昭54. 7.17

財政課

5381 38 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 7.14 財政課
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5381 39 県債管理基金 静岡県県債管理基金の通知預金解約について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.14
(決)昭54. 7.17
(施)昭54. 7.17

財政課

5381 40 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.14
(決)昭54. 7.17
(施)昭54. 7.17

財政課

5381 41 県債管理基金 県登録債購入について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 4
(決)昭54. 7. 5
(施)昭54. 7. 5

財政課

5381 42 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 7.12 財政課

5381 43 県債管理基金 静岡県県債管理基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.31 財政課

5381 44 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 6. 1 財政課

5381 45 県債管理基金 静岡県県債管理基金の通知預金解約について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.31 財政課

5381 46 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.31 財政課

5381 47 県債管理基金 県登録債の購入について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.15 財政課

5381 48 県債管理基金 県登録債の購入について 昭和５４年度 (起)昭54. 5. 4 財政課

5381 49 県債管理基金 静岡県登録債の購入について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.21 財政課

5381 50 県債管理基金 県登録債にかかる本契約の締結について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54. 5. 9 財政課

5381 51 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 5.22 財政課

5381 52 県債管理基金 静岡県県債管理基金の通知預金解約について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.22 財政課

5381 53 県債管理基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.21 財政課

5381 54 県債管理基金 県登録債にかかる本契約の締結について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.11 財政課

5381 55 県債管理基金 基金に属する現金の預け入れについて（通知） 昭和５３年度 (収)昭54. 3.31 財政課

5381 56 県債管理基金 静岡県県債管理基金の積み立てについて 昭和５３年度
(起)昭54. 3.26
(決)昭54. 3.29

財政課

5382 1 54県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５４年度 財政課

5382 2 54県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.26 財政課

5382 3 54県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.19 財政課
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5382 4 54県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.16 財政課

5382 5 54県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 財政課

5382 6 54県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 財政課

5382 7 54県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 7. 2

財政課

5382 8 54県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.30 財政課

5382 9 54県庁舎建設基金
静岡県庁舎建設基金定期預金から通知預金への切
替依頼について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.21
(決)昭54. 6.21
(施)昭54. 6.21

財政課

5383 1 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.25 財政課

5383 2 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 財政課

5383 3 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2.23 財政課

5383 4 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2.14 財政課

5383 5 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.14 財政課

5383 6 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 1.22 財政課

5383 7 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5383 8 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5383 9 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.19 財政課

5383 10 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55.10.19
(決)昭55.12.19
(施)昭55.12.23

財政課

5383 11 55県庁舎建設基金 国債の購入について 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5383 12 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5383 13 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.17 財政課

5383 14 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.17 財政課

5383 15 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.11.17 財政課
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5383 16 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 財政課

5383 17 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 財政課

5383 18 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 財政課

5383 19 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.11 財政課

5383 20 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.11. 4 財政課

5383 21 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.10.23 財政課

5383 22 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.10.16 財政課

5383 23 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.10.14 財政課

5383 24 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.29 財政課

5383 25 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.29 財政課

5383 26 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.29 財政課

5383 27 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.29 財政課

5383 28 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.29 財政課

5383 29 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.25 財政課

5383 30 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.27 財政課

5383 31 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.24 財政課

5383 32 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 8.20 財政課

5383 33 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.20 財政課

5383 34 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5383 35 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5383 36 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課
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5383 37 55県庁舎建設基金 静岡県県債管理基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5383 38 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 7.12 財政課

5383 39 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.14 財政課

5383 40 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.23
(決)昭55. 7.23
(施)昭55. 7.23

財政課

5383 41 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 6.26 財政課

5383 42 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の通知預金の解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.26 財政課

5383 43 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 9 財政課

5383 44 55県庁舎建設基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 9 財政課

5383 45 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.18 財政課

5383 46 55県庁舎建設基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 財政課

5383 47 55県庁舎建設基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 9 財政課

5383 48 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 6.19 財政課

5383 49 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.19 財政課

5383 50 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 9 財政課

5383 51 55県庁舎建設基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 9 財政課

5383 52 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 財政課

5383 53 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の通知預金解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 財政課

5383 54 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 財政課

5383 55 55県庁舎建設基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 財政課

5383 56 55県庁舎建設基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 財政課

5383 57 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 2 財政課
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5383 58 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 5.29 財政課

5383 59 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 5.29 財政課

5383 60 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 5.29 財政課

5383 61 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の通知預金の解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.29 財政課

5383 62 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.29
(決)昭55. 5.29
(施)昭55. 5.31

財政課

5383 63 55県庁舎建設基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.24 財政課

5383 64 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.16
(決)昭55. 5.17
(施)昭55. 5.20

財政課

5383 65 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.16 財政課

5383 66 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 5.13 財政課

5383 67 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.13 財政課

5383 68 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.23
(施)昭55. 4.23

財政課

5383 69 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.22
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.22

財政課

5383 70 55県庁舎建設基金
静岡県県庁舎建設基金の通知預金の預入れについ
て

昭和５５年度 (起)昭55. 4.22 財政課

5383 71 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の通知預金の解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.22 財政課

5383 72 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.16 財政課

5383 73 55県庁舎建設基金 第４回中期国債の購入について 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 4
(決)昭55. 4. 4

財政課

5383 74 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 4.11 財政課

5383 75 55県庁舎建設基金 静岡県県庁舎建設基金の再運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.11 財政課

5383 76 55県庁舎建設基金 通知預金の解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.11 財政課

5384 1 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.28 財政課

5384 2 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.28 財政課
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5384 3 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.28 財政課

5384 4 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 2.23

財政課

5384 5 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.12.13 財政課

5384 6 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.12.13 財政課

5384 7 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.16 財政課

5384 8 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.10.23 財政課

5384 9 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.10.12 財政課

5384 10 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 財政課

5384 11 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.27 財政課

5384 12 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 財政課

5384 13 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 財政課

5384 14 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 財政課

5384 15 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 6.13 財政課

5384 16 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 4.19 財政課

5384 17 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 4.17 財政課

5384 18 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 2 財政課

5384 19 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 2 財政課

5384 20 54土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５３年度 (起)昭54. 3.26 財政課

5385 1 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 7
(決)昭56. 3. 9
(施)昭56. 3. 9

財政課

5385 2 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の新規積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.26 財政課

5385 3 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.26 財政課
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5385 4 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 財政課

5385 5 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 財政課

5385 6 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭56. 3.16 財政課

5385 7 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2.26 財政課

5385 8 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.26 財政課

5385 9 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2.26 財政課

5385 10 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.26 財政課

5385 11 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2.23 財政課

5385 12 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2.23 財政課

5385 13 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2.23 財政課

5385 14 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 1.14 財政課

5385 15 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 1.22 財政課

5385 16 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5385 17 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5385 18 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5385 19 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5385 20 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55.11.29
(決)昭55.11.29
(施)昭55.12. 1

財政課

5385 21 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.21 財政課

5385 22 55土地開発基金
土地開発基金により取得した高校用地の一般会計
買戻しにかかる条件決定及び価格の決定について

昭和５５年度
(起)昭55.11.15
(決)昭55.11.20

財政課

5385 23 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 財政課

5385 24 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.10.23 財政課
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5385 25 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.10.16 財政課

5385 26 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.10.16 財政課

5385 27 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.10.15 財政課

5385 28 55土地開発基金 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.10.15 財政課

5385 29 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.10.13 財政課

5385 30 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.10.13 財政課

5385 31 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.10. 7 財政課

5385 32 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.24 財政課

5385 33 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.24 財政課

5385 34 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.26 財政課

5385 35 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の再運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.24 財政課

5385 36 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.18 財政課

5385 37 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 8 財政課

5385 38 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.27 財政課

5385 39 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5385 40 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5385 41 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5385 42 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5385 43 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5385 44 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.14 財政課

5385 45 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.18 財政課
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5385 46 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 8. 6 財政課

5385 47 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.25 財政課

5385 48 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 7.14 財政課

5385 49 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.14 財政課

5385 50 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.17 財政課

5385 51 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 7. 7 財政課

5385 52 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の通知預金の解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 7. 7 財政課

5385 53 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 7. 8 財政課

5385 54 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 7. 8 財政課

5385 55 55土地開発基金 債権の購入について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.22
(決)昭55. 5.22
(施)昭55. 5.27

財政課

5385 56 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 6.17 財政課

5385 57 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.17 財政課

5385 58 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 6.19 財政課

5385 59 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.19 財政課

5385 60 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.25 財政課

5385 61 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.25 財政課

5385 62 55土地開発基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 9 財政課

5385 63 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.17

財政課

5385 64 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.18 財政課

5385 65 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.17

財政課

5385 66 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.17

財政課
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5385 67 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 5

財政課

5385 68 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の通知預金解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 財政課

5385 69 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 5

財政課

5385 70 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の通知預金解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 財政課

5385 71 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 6 財政課

5385 72 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 5.29 財政課

5385 73 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の通知預金解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.29 財政課

5385 74 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.29 財政課

5385 75 55土地開発基金 債権の購入について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.22 財政課

5385 76 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.17

財政課

5385 77 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.19

財政課

5385 78 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.16 財政課

5385 79 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.23

財政課

5385 80 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.21

財政課

5385 81 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の通知預金の解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.21 財政課

5385 82 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.10

財政課

5385 83 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.16

財政課

5385 84 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の再運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.11 財政課

5385 85 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 1

財政課

5385 86 55土地開発基金 静岡県土地開発基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55. 3.31
(決)昭55. 4. 1

財政課

5386 1 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.26 管財課
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5386 2 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.18 管財課

5386 3 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3.18 管財課

5386 4 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 8 管財課

5386 5 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 6 財政課

5386 6 54財政調整基金綴 国債の購入について（財政調整基金） 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 5 財政課

5386 7 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金通知預金の解約依頼について 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 6 財政課

5386 8 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.12.13 管財課

5386 9 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54.12.13 財政課

5386 10 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.10 管財課

5386 11 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 管財課

5386 12 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.10 管財課

5386 13 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.15 管財課

5386 14 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.10 管財課

5386 15 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.10 管財課

5386 16 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 管財課

5386 17 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭54.11.14 財政課

5386 18 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54.10.12 財政課

5386 19 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54.10.12 管財課

5386 20 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 管財課

5386 21 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 9.17 管財課

5386 22 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.17 財政課
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5386 23 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.12 財政課

5386 24 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度
(起)昭54. 7.12
(決)昭54. 7.13

管財課

5386 25 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 7. 4 財政課

5386 26 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金通知預金の解約依頼について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.12 財政課

5386 27 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.30 財政課

5386 28 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 7. 2

管財課

5386 29 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金通知預金の解約依頼について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.30 財政課

5386 30 54財政調整基金綴
静岡県財政調整基金定期預金から通知預金への切
替依頼について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.21
(決)昭54. 6.21
(施)昭54. 6.21

財政課

5386 31 54財政調整基金綴
静岡県財政調整基金、静岡県庁舎建設基金の運用
について

昭和５４年度 (起)昭54. 6.30 財政課

5386 32 54財政調整基金綴 国債の購入について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.20 財政課

5386 33 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 6.15 管財課

5386 34 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.15 財政課

5386 35 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の再運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 6. 2 財政課

5386 36 54財政調整基金綴
静岡県財政調整基金定期預金から通知預金への切
替依頼について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.31 財政課

5386 37 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 6. 1 財政課

5386 38 54財政調整基金綴 国債の購入について（財政調整基金） 昭和５４年度 (起)昭54. 5.19 財政課

5386 39 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 5.17 管財課

5386 40 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 5.17 管財課

5386 41 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５４年度 (起)昭54. 4.17 管財課

5386 42 54財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５４年度 (起)昭54. 4.17 財政課

5387 1 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.26 管財課
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5387 2 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.25 管財課

5387 3 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭56. 3.25 財政課

5387 4 55財政調整基金綴 債券の購入について（財政調整基金） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.24

財政課

5387 5 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 管財課

5387 6 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 管財課

5387 7 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2.14 管財課

5387 8 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.14 財政課

5387 9 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 管財課

5387 10 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 財政課

5387 11 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 管財課

5387 12 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.12.16 管財課

5387 13 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.17 管財課

5387 14 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.15 管財課

5387 15 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 管財課

5387 16 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 財政課

5387 17 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 管財課

5387 18 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 管財課

5387 19 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.13 管財課

5387 20 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.11.11 管財課

5387 21 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 4
(決)昭55.11. 6
(施)昭55.11.10

財政課

5387 22 55財政調整基金綴
債券の購入について（財政調整基金、県庁舎建設
基金、県債管理基金）

昭和５５年度
(起)昭55.10.25
(決)昭55.10.25
(施)昭55.11. 1

財政課
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5387 23 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55.10.23 管財課

5387 24 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55.10.16
(決)昭55.10.16

財政課

5387 25 55財政調整基金綴 債券の購入について（財政調整基金） 昭和５５年度
(起)昭55.10. 8
(決)昭55.10. 8
(施)昭55.10.24

財政課

5387 26 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.17

管財課

5387 27 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55.10.15 財政課

5387 28 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.17

管財課

5387 29 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.17

管財課

5387 30 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.25 管財課

5387 31 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.24 管財課

5387 32 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55. 9.24
(施)昭55. 9.30

財政課

5387 33 55財政調整基金綴 債券（県債）の購入について（財政調整基金） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.  財政課

5387 34 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.17 管財課

5387 35 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.17 財政課

5387 36 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.17 管財課

5387 37 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.17

管財課

5387 38 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.17

管財課

5387 39 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.20
(決)昭55. 5.20

管財課

5387 40 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.20
(決)昭55. 5.20

管財課

5387 41 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.16
(決)昭55. 5.17

管財課

5387 42 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.16
(決)昭55. 5.17

財政課

5387 43 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.17

管財課
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5387 44 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.17

管財課

5387 45 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度 (起)昭55. 5.13 管財課

5387 46 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.13 財政課

5387 47 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.23

管財課

5387 48 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.21

管財課

5387 49 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の通知預金預入れについて 昭和５５年度 (起)昭55. 4.21 財政課

5387 50 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の通知預金の解約について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.21 財政課

5387 51 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.16 財政課

5387 52 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.16

管財課

5387 53 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の積立てについて 昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.17

管財課

5387 54 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の運用について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.17

財政課

5387 55 55財政調整基金綴 静岡県財政調整基金の再運用について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.11 財政課

5388 1 信用保証協会　事業概要報告書
静岡県信用保証協会事業概要報告書（昭和56年３
月分）の誤謬による差替えについて

昭和５６年度 (起)昭56. 5.25 商工企画課

5388 2 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.24
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

商工企画課

5388 3 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.23
(施)昭56. 3.23

商工企画課

5388 4 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.19
(決)昭56. 2.20
(施)昭56. 2.20

商工企画課

5388 5 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 6
(決)昭56. 2. 7
(施)昭56. 2. 7

商工企画課

5388 6 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭55.12.17
(決)昭55.12.22
(施)昭55.12.22

商工企画課

5388 7 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭55.11.16
(決)昭55.11.19
(施)昭55.11.19

商工企画課

5388 8 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.22
(施)昭55.10.23

商工企画課

5388 9 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.25
(施)昭55. 9.26

商工企画課
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5388 10 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.15
(決)昭55. 8.19
(施)昭55. 8.19

商工企画課

5388 11 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.19
(決)昭55. 7.25
(施)昭55. 7.25

商工企画課

5388 12 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.14
(決)昭55. 6.19
(施)昭55. 6.19

商工企画課

5388 13 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.21 商工企画課

5388 14 信用保証協会　事業概要報告書 静岡県信用保証協会の事業概要報告書について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.18
(施)昭55. 4.19

商工企画課

5389 1 商店街近代化（藤枝駅前） 中小企業高度化資金貸付完了検査報告書 昭和５６年度 (起)昭56. 4.21 中小企業課

5389 2 商店街近代化（藤枝駅前） 中小企業高度化資金貸付完了検査報告書 昭和５６年度 (起)昭56.11.16 中小企業課

5389 3 商店街近代化（藤枝駅前） 中小企業高度化資金貸付完了検査報告書 昭和５６年度 (起)昭56. 4.21 中小企業課

5389 4 商店街近代化（藤枝駅前） 中小企業高度化資金貸付完了検査報告書 昭和５５年度 (起)昭55.12. 9 中小企業課

5389 5 商店街近代化（藤枝駅前） 中小企業高度化資金貸付完了検査報告書 昭和５５年度 (起)昭55.12. 9 中小企業課

5389 6 商店街近代化（藤枝駅前） 中小企業高度化資金貸付完了検査報告書 昭和５６年度 (起)昭56. 4.17 中小企業課

5389 7 商店街近代化（藤枝駅前） 抵当権設定契約の締結について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 5
(施)昭56. 6. 5

中小企業課

5389 8 商店街近代化（藤枝駅前） 貸付金交付請求書の提出について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.18
(決)昭56. 4.21
(施)昭56. 4.21

中小企業課

5389 9 商店街近代化（藤枝駅前）
金銭消費貸借契約の締結および公正証書の作成に
ついて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.18
(決)昭56. 4.21
(施)昭56. 4.28

中小企業課

5389 10 商店街近代化（藤枝駅前）
小売商業商店街近代化事業に係る建設工事完了期
限の延長申請について（伺い）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.27 中小企業課

5389 11 商店街近代化（藤枝駅前）
昭和55年中小企業高度化資金（小売商業商店街近
代化資金）の貸付決定について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 6
(決)昭55.12. 6

中小企業課

5389 12 商店街近代化（藤枝駅前） 借入申請書の提出について 昭和５５年度
(起)昭55.11.21
(決)昭55.11.25
(施)昭55.11.26

中小企業課

5389 13 商店街近代化（藤枝駅前）
中小企業高度化資金（小売商業商店街近代化資
金）貸付内定について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.11. 5
(決)昭55.11. 8

中小企業課

5389 14 商店街近代化（藤枝駅前） 借入予備申請書の提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.22

中小企業課

5389 15 商店街近代化（藤枝駅前） 知事祝辞について（記念誌登載）（伺い） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.20
(決)昭56. 3. 2
(施)昭56. 3. 2

中小企業課

5389 16 商店街近代化（藤枝駅前）
藤枝駅前商店街振興組合の商店街近代化事業完成
祝辞の副申について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.17
(決)昭56. 2.18

中小企業課
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5389 17 商店街近代化（藤枝駅前） 貸付金交付申請書の提出について 昭和５５年度
(起)昭55.12.10
(決)昭55.12.12

中小企業課

5389 18 商店街近代化（藤枝駅前） 抵当権順位変更について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.24
(決)昭56. 4.25
(施)昭56. 4.25

中小企業課

5389 19 商店街近代化（藤枝駅前）
小売商業商店街近代化資金貸付にかかる債権保全
について（伺い）

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 6 中小企業課

5389 20 商店街近代化（藤枝駅前）
金銭消費貸借契約証書の締結および公正証書の作
成について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 8
(決)昭55.12.12

中小企業課

5390 1
地域商業近代化計画策定事業費補
助金

小売商業商店街近代化資金貸付にかかる債権保全
について（伺い）

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 9 中小企業課

5390 2
地域商業近代化計画策定事業費補
助金

地域商業近代化計画策定事業費補助金の交付確定
について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 7
(決)昭54. 5.11
(施)昭54. 5.11

中小企業課

5390 3
地域商業近代化計画策定事業費補
助金

昭和53年度地域商業近代化計画策定事業費補助金
の交付決定について

昭和５３年度
(起)昭53.12.11
(決)昭53.12.13

中小企業課

5390 4
地域商業近代化計画策定事業費補
助金

支出負担行為実施計画について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.14
(決)昭53. 7.29

中小企業課

5390 5
地域商業近代化計画策定事業費補
助金

地域商業近代化計画策定事業費補助金交付要綱の
制定について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.19
(決)昭53. 8. 2
(施)昭53. 8. 2

中小企業課

5390 6
地域商業近代化計画策定事業費補
助金

昭和53年度地域商業近代化計画策定補助事業の補
助対象地区の内定について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 7
(決)昭53. 6.17
(施)昭53. 6.17

中小企業課

5390 7
地域商業近代化計画策定事業費補
助金

地域商業近代化計画策定補助事業の実施について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 1
(決)昭53. 5. 8
(施)昭53. 5. 8

中小企業課

5391 1 特定商店街共同施設（呉服町）
静岡呉服町買物公園造成事業について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.23
(決)昭56. 1.23
(施)昭56. 1.23

中小企業課

5392 1 設備近代化資金等例規集 設備近代化資金事務処理要領

5392 2 設備近代化資金等例規集
中小企業設備近代化資金・設備貸与制度・振興
リースについて

昭和５４年度

5392 3 設備近代化資金等例規集
中小企業設備近代化資金・設備貸与制度・振興
リースについて

昭和５５年度

5393 1 設備近代化資金事務処理要領等
中小企業設備近代化資金・設備貸与制度・振興
リースについて

昭和５６年度

5393 2 設備近代化資金事務処理要領等 設備近代化資金事務処理要領

5393 3 設備近代化資金事務処理要領等 設備近代化資金業種定義 昭和５５年度

5393 4 設備近代化資金事務処理要領等
昭和56年度都道府県における設備近代化資金貸付
業務に関する事務処理について

昭和５６年度 (収)昭56. 5.18 中小企業庁長官

5393 5 設備近代化資金事務処理要領等
昭和56年度貸与機関の行う中小企業設備貸与事業
に関する都道府県の事務処理について

昭和５６年度 (収)昭56. 5.18 中小企業庁長官
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5393 6 設備近代化資金事務処理要領等
中小企業近代化資金等助成法第12条第１項の規定
に基づく都道府県の昭和56年度事業計画作成の基
準（設備近代化資金分）について

昭和５６年度 (収)昭56. 5.18 中小企業庁長官

5393 7 設備近代化資金事務処理要領等
中小企業近代化資金等助成法第12条第１項の規定
に基づく都道府県の昭和56年度事業計画作成の基
準（設備貸与資金分）について

昭和５６年度 (収)昭56. 5.18 中小企業庁長官

5394 1
プラスチックモデル見本市（補助
金）

補助金の交付確定について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.24
(決)昭55. 6.28
(施)昭55. 6.28

工業課

5394 2
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市補助金の交付決定につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 5.12
(決)昭55. 5.14

工業課

5394 3
プラスチックモデル見本市（補助
金）

知事祝辞について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5.13
(施)昭55. 5.15

工業課

5394 4
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市事業の補助について
（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 2
(施)昭55. 5. 2

工業課

5394 5
プラスチックモデル見本市（補助
金）

知事あいさつ文について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.26
(決)昭55. 3. 3
(施)昭55. 3. 3

工業課

5394 6
プラスチックモデル見本市（補助
金）

県後援名義使用の承認について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 2.27
(施)昭55. 2.27

工業課

5394 7
プラスチックモデル見本市（補助
金）

補助金の交付確定について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.17
(決)昭54. 7.26
(施)昭54. 7.26

工業課

5394 8
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市補助金の交付決定につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.16
(決)昭54. 4.19

工業課

5394 9
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市事業の補助について
（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 5
(決)昭54. 4. 5
(施)昭54. 4. 5

工業課

5394 10
プラスチックモデル見本市（補助
金）

知事祝辞について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.25
(決)昭54. 5.10

工業課

5394 11
プラスチックモデル見本市（補助
金）

知事あいさつ文について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.22
(決)昭54. 2.24
(施)昭54. 2.26

工業課

5394 12
プラスチックモデル見本市（補助
金）

県後援名義使用の承認について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.22
(決)昭54. 2.23
(施)昭54. 2.26

工業課

5394 13
プラスチックモデル見本市（補助
金）

補助金の交付確定について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.17
(決)昭53. 7.26
(施)昭53. 7.26

工業課

5394 14
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市補助金の交付決定につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.26

工業課

5394 15
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市事業の補助について
（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4. 1
(施)昭53. 4. 1

工業課

5394 16
プラスチックモデル見本市（補助
金）

知事祝辞について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53. 5.13 工業課

5394 17
プラスチックモデル見本市（補助
金）

知事挨拶文について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭53. 2. 2 工業課

5394 18
プラスチックモデル見本市（補助
金）

県後援名義使用の承認について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 2. 3
(決)昭53. 2.17
(施)昭53. 2.17

工業課
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5394 19
プラスチックモデル見本市（補助
金）

補助金の交付確定について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.16
(決)昭52. 7.21
(施)昭52. 7.21

工業課

5394 20
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市補助金の交付決定につ
いて

昭和５２年度 (起)昭52. 4.25 工業課

5394 21
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市事業の補助について
（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.15
(決)昭52. 4.15
(施)昭52. 4.15

工業課

5394 22
プラスチックモデル見本市（補助
金）

知事祝辞について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭52. 5.12 工業課

5394 23
プラスチックモデル見本市（補助
金）

挨拶文について（うかがい） 昭和５１年度 (起)昭52. 2.17 工業課

5394 24
プラスチックモデル見本市（補助
金）

県後援名義使用の承認について（うかがい） 昭和５１年度 (起)昭52. 2.15 工業課

5394 25
プラスチックモデル見本市（補助
金）

弔電の発信について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.17
(決)昭52. 1.17
(施)昭52. 1.17

工業課

5394 26
プラスチックモデル見本市（補助
金）

補助金の交付確定について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 工業課

5394 27
プラスチックモデル見本市（補助
金）

プラスチックモデル見本市補助金の交付決定につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 5.18
(決)昭51. 5.21

工業課

5394 28
プラスチックモデル見本市（補助
金）

知事祝辞について（うかがい） 昭和５１年度
(起)昭51. 5.14
(決)昭51. 5.18

工業課

5395 1
伝統的工芸品指定申出書（駿河竹
千筋細工）

伝統的工芸品の指定の申出書 昭和５１年度
静岡竹工芸協同
組合理事長

5396 1
伝統的工芸品産業振興事業振興計
画書

振興計画に係る認定申請書 昭和５２年度 (収)昭52. 7.21
静岡竹工芸協同
組合理事長

5397 1 伝産県指定制度関係
静岡県伝統的工芸品産業の実態調査について（供
覧）

昭和５２年度 (起)昭53. 3. 9 繊維雑貨課

5397 2 伝産県指定制度関係
伝統的工芸品産業の振興対策について（うかが
い）

昭和５２年度
(起)昭52.12. 9
(決)昭52.12.13
(施)昭52.12.13

繊維雑貨課

5397 3 伝産県指定制度関係 伝統的工芸品産業の県指定について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 7. 2
(決)昭52. 7.18
(施)昭52. 7.19

繊維雑貨課

5398 1
凸版印刷株式会社工場建設事業実
施計画書①

凸版印刷（株）の三ヶ日町進出にあたっての協定
書締結について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.10.21
(決)昭55.10.22

地場産業課

5398 2
凸版印刷株式会社工場建設事業実
施計画書①

凸版印刷（株）の三ヶ日町進出にあたっての協定
書の締結について

昭和５１年度 (施)昭51. 5.27 繊維雑貨課

5399 1 商業活動調整協議会綴（静岡市） 復命書（静岡商調協） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.25 商業対策室

5399 2 商業活動調整協議会綴（静岡市） 復命書（静岡商調協） 昭和５６年度 (起)昭56. 4.24 商業対策室

5399 3 商業活動調整協議会綴（静岡市） 復命書（静岡商調協） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.25 商業対策室

5399 4 商業活動調整協議会綴（静岡市） 復命書（ヨーカ堂問題協議） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.12 商業対策室
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5399 5 商業活動調整協議会綴（静岡市）
復命書（西武百貨店静岡店の店舗面積増加の届出
について）

昭和５４年度 (起)昭54. 6. 8 商業対策室

5399 6 商業活動調整協議会綴（静岡市）
静岡市大規模小売店舗出店指導要綱に基づく届出
の調整について

昭和５４年度 (収)昭54. 8.25 商工課長

5399 7 商業活動調整協議会綴（静岡市） 復命書（西武百貨店静岡店の増床に伴う商調協） 昭和５４年度 (起)昭54. 7.23 商業対策室

5399 8 商業活動調整協議会綴（静岡市） 復命書（東海マートの出店調整） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.20 商業対策室

5399 9 商業活動調整協議会綴（静岡市） 復命書（静岡商調協） 昭和５２年度 (起)昭53. 3. 2 商業対策室

5399 10 商業活動調整協議会綴（静岡市） 復命書（静岡商調協） 昭和５１年度 (起)昭52. 2.10 中小企業課

5400 1 商業活動調整協議会綴（浜松市） 復命書（浜松市商調協） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.22 商業対策室

5400 2 商業活動調整協議会綴（浜松市） 復命書（浜松市商調協） 昭和５４年度 (起)昭55. 2.13 商業対策室

5400 3 商業活動調整協議会綴（浜松市） 復命書（浜松市商調協） 昭和５４年度 (起)昭54.12. 8 商業対策室

5400 4 商業活動調整協議会綴（浜松市） 復命書（ジャスコ及び長崎屋出店について他） 昭和５４年度 (起)昭54.12. 1 商業対策室

5400 5 商業活動調整協議会綴（浜松市） 復命書（浜松市商調協） 昭和５４年度 (起)昭54.10.31 商業対策室

5400 6 商業活動調整協議会綴（浜松市）
長崎屋ショッピングセンター浜松可美店出店に関
する意見書

昭和５４年度 (収)昭54. 9. 6
浜松商工会議所
会頭

5400 7 商業活動調整協議会綴（浜松市）
復命書（ジャスコシティ浜松ショッピングセン
ター調整の件）

昭和５４年度 (起)昭54. 8.22 商業対策室

5400 8 商業活動調整協議会綴（浜松市）
復命書（ジャスコ出店に対する小売側の意見聴
取）

昭和５４年度 (起)昭54. 8. 9 商業対策室

5400 9 商業活動調整協議会綴（浜松市）
復命書（ジャスコシティ浜松ショッピングセン
ター調整の件）

昭和５４年度 (起)昭54. 7.26 商業対策室

5400 10 商業活動調整協議会綴（浜松市）
復命書（ジャスコシティ浜松ショッピングセン
ター調整の件）

昭和５４年度 (起)昭54. 7.26 商業対策室

5400 11 商業活動調整協議会綴（浜松市）
復命書（ジャスコシティ浜松ショッピングセン
ター調整の件）

昭和５４年度 (起)昭54. 6.16 商業対策室

5400 12 商業活動調整協議会綴（浜松市） 復命書（浜松市商調協） 昭和５４年度 (起)昭54. 6. 5 商業対策室

5400 13 商業活動調整協議会綴（浜松市） 復命書（浜松市商調協） 昭和５１年度 (起)昭51. 7. 1 中小企業課

5401 1 産地中小企業対策臨時措置法
産地中小企業対策臨時措置法実施細則の一部改正
について

昭和５５年度 (収)昭55. 5.19 中小企業庁長官

5401 2 産地中小企業対策臨時措置法 産地中小企業対策臨時措置法関係法令集
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5401 3 産地中小企業対策臨時措置法
産地中小企業対策臨時措置法に基づく特定業種の
指定について

昭和５４年度 (収)昭54. 7.16 中小企業庁長官

5401 4 産地中小企業対策臨時措置法 産地中小企業対策臨時措置法実施要領について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.15 中小企業庁長官

5401 5 産地中小企業対策臨時措置法 産地中小企業対策臨時措置法実施細則について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.15 中小企業庁長官

5401 6 産地中小企業対策臨時措置法 産地振興対策費補助金交付要綱の制定について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.15 中小企業庁長官

5401 7 産地中小企業対策臨時措置法 産地振興対策費補助金の事務処理について 昭和５４年度 (収)昭54. 9.  
中小企業庁計画
部計画課

5401 8 産地中小企業対策臨時措置法 産地中小企業振興ビジョンの作成について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.31 中小企業庁長官

5401 9 産地中小企業対策臨時措置法 産地中小企業対策臨時措置法の施行について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.15 中小企業庁長官

5401 10 産地中小企業対策臨時措置法
産地対策枠にかかわる活路開拓調査指導事業補助
金交付規程他

昭和５４年度 (収)昭54. 8.  
静岡県中小企業
団体中央会

5402 1 産地法補助金・県要綱改正
静岡県産地振興対策費補助金交付要綱の一部改正
について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.30
(決)昭55. 7.10
(施)昭55. 7.10

地場産業課

5403 1 産地法補助金交付要綱 産地振興対策費補助金交付要綱 昭和５５年度 中小企業庁

5403 2 産地法補助金交付要綱 静岡県産地振興対策費補助金交付要綱 昭和５５年度

5404 1 郷土工芸品 静岡県郷土工芸品進行協議会設置関係 昭和５４年度 地場産業課

5405 1
昭和55年度静岡県事務決裁規程・
静岡県許認可事務処理規程の一部
改正

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の一部改正について

昭和５５年度 (起)昭55. 5.30 人事課

5405 2
昭和55年度静岡県事務決裁規程・
静岡県許認可事務処理規程の一部
改正

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について（照会）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.21
(決)昭55. 2.21
(施)昭55. 2.22

人事課

5406 1
昭和56年度静岡県事務決裁規程・
静岡県許認可事務処理規程の一部
改正

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 2.28
(施)昭56. 2.28

人事課

5406 2
昭和56年度静岡県事務決裁規程・
静岡県許認可事務処理規程の一部
改正

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について

昭和５６年度 (起)昭56. 5.29 人事課

5407 1
浜松泉職員住宅建設工事請負契約
書

建築工事請負契約書 昭和５５年度 (施)昭55. 8. 9 住宅建築課

5408 1 浜松泉職員住宅建設工事設計変更 昭和55年度共済工事設計変更について 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 9 住宅建築課

5408 2 浜松泉職員住宅建設工事設計変更
昭和55年度浜松泉職員住宅建築工事設計変更につ
いて

昭和５５年度 (起)昭55.11.10 住宅建築課
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5408 3 浜松泉職員住宅建設工事設計変更 入札執行伺　昭和55年度浜松泉職員住宅建築工事 昭和５５年度 (起)昭55. 7.17 住宅建築課

5409 1
浜松泉職員住宅建築工事確認通知
書

浜松泉職員住宅建築工事確認通知書 昭和５５年度 (施)昭55. 7.16 住宅建築課

5410 1 浜松泉職員住宅特殊集団住宅認定 特殊集団住宅認定書の送付について 昭和５５年度 (施)昭56. 2.23 住宅建築課

5411 1
浜松泉職員住宅建築工事（契約関
係書類、設計書）

引渡書・設計関係書綴 昭和５５年度 (施)昭56. 3.10 住宅建築課

5412 1 浜松泉職員住宅電気工事 完成届出書　浜松泉職員住宅電気工事 昭和５５年度 (施)昭56. 2.21 住宅建設課

5412 2 浜松泉職員住宅電気工事 入札執行伺　浜松泉職員住宅電気工事 昭和５５年度 (起)昭55. 7.  住宅建設課

5413 1 浜松泉職員住宅投資不動産
地方職員共済組合不動産投資資金による職員住宅
建設工事の完了について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.12
(決)昭56. 3.12

職員厚生課

5413 2 浜松泉職員住宅投資不動産 不動産投資資金に係る償還年次表の照合について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.13
(決)昭56. 3.20

職員厚生課

5413 3 浜松泉職員住宅投資不動産
昭和55年度不動産投資資金の変更配分及び昭和56
年度不動産投資資金・貸付資金の配分決定につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 2
地方職員共済組
合理事長

5413 4 浜松泉職員住宅投資不動産
昭和55年度不動産投資資金の変更配分の内示につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55.12.22
地方職員共済組
合理事長

5413 5 浜松泉職員住宅投資不動産
不動産投資資金による施設整備計画の進捗状況等
調査について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.27
地方職員共済組
合事務局長

5413 6 浜松泉職員住宅投資不動産
昭和55年度地方職員共済組合不動産投資資金によ
る施設整備計画書の提出について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.27
(決)昭55. 5.29
(施)昭55. 5.30

職員厚生課

5413 7 浜松泉職員住宅投資不動産 議決証明について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.26
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 5.30

職員厚生課

5413 8 浜松泉職員住宅投資不動産
昭和54年度・昭和55年度不動産投資資金及び貸付
資金配分決定について

昭和５４年度 (収)昭55. 2. 1
地方職員共済組
合理事長

5413 9 浜松泉職員住宅投資不動産 昭和55年度不動産投資資金申込書提出について 昭和５４年度 (収)昭54.10. 5
地方職員共済組
合事務局長

5413 10 浜松泉職員住宅投資不動産 建設工事請負契約の締結について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.16
(決)昭55. 8.16

職員厚生課

5413 11 浜松泉職員住宅投資不動産 建設工事請負契約の締結について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.16
(決)昭55. 8.16

職員厚生課

5413 12 浜松泉職員住宅投資不動産 建設工事請負契約の締結について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.12
(決)昭55. 8.13

職員厚生課

5413 13 浜松泉職員住宅投資不動産 浜松泉職員住宅建築工事入札結果について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 9
(決)昭55. 8.12
(施)昭55. 8.12

職員厚生課

5413 14 浜松泉職員住宅投資不動産 投資不動産施設の設置について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.18
地方職員共済組
合理事長
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5413 15 浜松泉職員住宅投資不動産 普通財産の貸付について（伺い） 昭和４９年度
(起)昭50. 3. 1
(決)昭50. 3.10
(施)昭50. 3.13

職員厚生課

5413 16 浜松泉職員住宅投資不動産 職員住宅の建設について（依頼） 昭和５５年度 (起)昭55. 4. 3 職員厚生課

5414 1 浜松泉職員住宅投資不動産契約書 浜松泉職員住宅建設に係る資金回送請求について 昭和５５年度 (起)昭56. 3.13 職員厚生課

5414 2 浜松泉職員住宅投資不動産契約書 浜松泉職員住宅建設に係る資金回送請求について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 9 職員厚生課

5414 3 浜松泉職員住宅投資不動産契約書
浜松泉・磐田職員住宅建設に係る資金回送請求に
ついて

昭和５５年度 (起)昭55. 9. 9 職員厚生課

5415 1 浜松泉職員住宅衛生工事 昭和55年度共済工事設計変更について 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 5 職員厚生課

5415 2 浜松泉職員住宅衛生工事 入札執行伺　浜松泉職員住宅衛生工事 昭和５５年度 (起)昭55. 8.  職員厚生課

5416 1 浜松泉職員住宅衛生工事承認図他 昭和55年度浜松泉職員住宅衛生工事協議関係綴 昭和５５年度 職員厚生課

5417 1 浜松泉職員住宅電気工事承認図 昭和55年度浜松泉職員住宅電気工事器材関係綴 昭和５５年度 職員厚生課

5418 1
浜松泉職員住宅電気工事テレビ受
信状況調査

昭和55年度浜松泉職員住宅電気工事テレビ受信状
況調査報告書

昭和５５年度 職員厚生課

5419 1
浜松泉職員住宅建築工事（共済
用）

建設工事変更請負契約書 昭和５５年度 (施)昭55.11.26 職員厚生課

5419 2
浜松泉職員住宅建築工事（共済
用）

建設工事変更請負契約書 昭和５５年度 (施)昭56. 2. 2 職員厚生課

5419 3
浜松泉職員住宅建築工事（共済
用）

建設工事請負契約書 昭和５５年度 (施)昭55. 8. 9 職員厚生課

5419 4
浜松泉職員住宅建築工事（共済
用）

昭和55年度浜松泉職員住宅建築工事設計変更につ
いて

昭和５５年度 (起)昭55.11.10 職員厚生課

5419 5
浜松泉職員住宅建築工事（共済
用）

昭和55年度共済工事設計変更について 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 9 職員厚生課

5419 6
浜松泉職員住宅建築工事（共済
用）

昭和55年度浜松泉職員住宅建築工事入札執行伺 昭和５５年度 (起)昭55. 7.17 職員厚生課

5420 1
浜松泉職員住宅電気工事請負契約
書

昭和55年度浜松泉職員住宅電気工事（請負契約
書）

昭和５５年度 (施)昭55. 8.16 職員厚生課

5421 1 浜松泉職員住宅建築工事図面写真 浜松泉職員住宅建築工事図面写真集 昭和５５年度 職員厚生課

5422 1
浜松泉職員住宅建築工事（設備工
事）

昭和55年度浜松泉職員住宅設備工事現場説明書の
配布について

昭和５５年度 (起)昭55. 7.29 住宅建設課

5423 1
浜松泉職員住宅建築工事（資料
編）

現場説明書の配布について（伺い） 昭和５５年度 (起)昭55. 7.29 住宅建設課

5424 1
浜松泉職員住宅電気工事（設計
書・契約関係類）

昭和55年度浜松泉職員住宅　電気工事完成届出書
綴

昭和５５年度 職員厚生課
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5425 1
浜松泉職員住宅衛生工事（設計
書・契約関係類）

昭和55年度浜松泉職員住宅　衛生工事竣工検査関
係

昭和５５年度 (起)昭56. 2.26 住宅建設課

5426 1
浜松泉職員住宅建築工事（試験結
果表等）

昭和55年度浜松泉職員住宅　アスファルト防水保
証書、コンクリート関係

昭和５５年度 職員厚生課

5427 1
浜松泉職員住宅建築工事（アス
ファルト混合物配合設計書等）

アスファルト混合物配合設計書　報告書 昭和５５年度 職員厚生課

5428 1 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.11
(決)昭58. 5.12
(施)昭58. 5.13

地域整備課

5428 2 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.15
(決)昭58. 3.22
(施)昭58. 3.22

地域整備課

5428 3 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５７年度
(起)昭57.11.25
(決)昭57.11.30
(施)昭57.11.30

地域整備課

5428 4 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.22
(決)昭57. 4.22
(施)昭57. 4.22

地域整備課

5428 5 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.17
(決)昭57. 3.19
(施)昭57. 3.19

地域整備課

5428 6 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 6
(決)昭57. 2. 9
(施)昭57. 2.10

地域整備課

5428 7 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５６年度
(起)昭56.10.13
(決)昭56.10.15
(施)昭56.10.15

地域整備課

5428 8 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.22
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.24

地域整備課

5428 9 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.13
(決)昭55. 9.13
(施)昭55. 9.16

地域整備課

5428 10 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.31
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

地域整備課

5428 11 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 5
(決)昭55. 2. 6
(施)昭55. 2. 8

地域整備課

5428 12 辺地の統合整備計画 辺地に係る総合整備計画書の進達について 昭和５４年度
(起)昭54.10. 3
(決)昭54.10. 8
(施)昭54.10. 8

地域整備課

5429 1
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

原子力発電所等に係る防災対策説明会の開催につ
いて

昭和５４年度
(起)昭55. 2.15
(決)昭55. 2.15
(施)昭55. 2.15

水対策調整課

5429 2
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

静岡県原子力災害対策検討委員会の幹事について 昭和５４年度 (収)昭55. 2.14 知事公室長

5429 3
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

非常電話の登録について（依頼） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.17
(決)昭54. 9.18
(施)昭54. 9.19

水対策調整課

5429 4
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

副知事との記者会見 昭和５４年度 水対策調整課

5429 5
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

浜岡原子力発電所をめぐる防災対策等について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.27 地域振興課

5429 6
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

資料の補充説明について 昭和５４年度 (収)昭54. 8. 2 水対策調整課
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5429 7
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

浜岡原発について（緊急時における環境モニタリ
ング）

昭和５４年度 地域防災課

5429 8
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

原子力発電所等周辺防災対策打合せ会開催につい
て

昭和５４年度 (収)昭54. 7.30 消防防災課長

5429 9
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

原子力発電所にかかる災害対策について 昭和５４年度 (収)昭54. 7.19 消防防災課長

5429 10
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

復命書(原子力発電所等防災対策担当課長会議) 昭和５４年度 (起)昭54. 7.18 水対策調整課

5429 11
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

原子力発電所にかかる災害対策について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.25 消防防災課長

5429 12
昭和54年度原子力災害対策計画関
係

原子力災害対策計画に係る打合会について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.26
(決)昭54. 5.26
(施)昭54. 5.28

資源エネルギー
課

5430 1
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

原子力災害対策計画の緊急時環境モニタリングに
係る検討会の開催について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.29
(決)昭56. 1.30
(施)昭56. 1.30

資源エネルギー
課

5430 2
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

緊急時環境モニタリング実施要領策定に係る作業
計画について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 8
(決)昭55.12. 8

資源エネルギー
課

5430 3
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

静岡県原子力災害対策計画（案）の送付について 昭和５５年度 (収)昭55.11.21 消防防災課長

5430 4
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

県原子力災害対策計画の修正について（報告） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.24
資源エネルギー
課

5430 5
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

原子力災害対策計画の見直しについて（依頼） 昭和５５年度 (収)昭55. 7.28 知事公室長

5430 6
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

都道府県原子力発電所等防災担当課長会議の開催
について

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 8
国土庁長官官房
防災企画課長

5430 7
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

静岡県原子力災害対策検討委員会の開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 7. 5
静岡県原子力災
害対策検討委員
会長

5430 8
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

復命書（原子力発電所等周辺防災対策説明会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.16
資源エネルギー
課

5430 9
昭和55年度原子力災害対策計画関
係

原子力発電所防災対策に関する情報連絡について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 7

資源エネルギー
課

5431 1
原子力災害対策計画（環境放射線
テレメータシステム改造事業御見
積仕様書）

環境放射線テレメータシステム改造事業御見積仕
様書

昭和５５年度 富士通株式会社

5432 1 衛生研究所報告書
産業廃棄物最終処分場排水処理技術開発調査結果
について（報告）

昭和５５年度 (収)昭55. 7.25 衛生研究所長

5432 2 衛生研究所報告書
産業廃棄物最終処分地周辺の観測井水調査結果に
ついて

昭和５４年度 (収)昭54.12.28 衛生研究所長

5432 3 衛生研究所報告書
産業廃棄物最終処分場からの浸出液の排水処理方
法の検討（第２報）

昭和５４年度 環境衛生課

5432 4 衛生研究所報告書
産業廃棄物最終処分場からの浸出液の排水処理方
法の検討（第１報）

昭和５４年度 環境衛生課

906 ページ



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

5432 5 衛生研究所報告書
産業廃棄物最終処分場からの浸出液の排水処理方
法の検討（第１報）

昭和５４年度 環境衛生課

5432 6 衛生研究所報告書
有害物質安定処理技術開発実験（清水市宍原地
区）

昭和５４年度 環境衛生課

5432 7 衛生研究所報告書
有害物質安定処理技術開発実験（富士市天間地
区）

昭和５４年度 環境衛生課

5432 8 衛生研究所報告書
有害物質安定処理技術開発実験（富士市吉永地
区）

昭和５４年度 環境衛生課

5433 1
富士自然動物公園（サファリ新聞
関係）

昭和54年度新聞記事 昭和５４年度 自然保護課

5433 2
富士自然動物公園（サファリ新聞
関係）

昭和53年度新聞記事 昭和５３年度 自然保護課

5433 3
富士自然動物公園（サファリ新聞
関係）

土地利用事業にかかる事前同意期間の延長につい
て

昭和５３年度 (収)昭53. 4.12 土地対策課長

5433 4
富士自然動物公園（サファリ新聞
関係）

昭和52年度新聞記事 昭和５２年度 自然保護課

5434 1
富士自然動物公園（サファリ住民
協関係（地元反対団体））

アフリカサファリに関する公開質問状に対する回
答について

昭和５２年度 (収)昭52.10. 3 土地対策課

5434 2
富士自然動物公園（サファリ住民
協関係（地元反対団体））

富士自然動物公園計画に関する公開質問状につい
て

昭和５２年度 (収)昭53. 2. 2 土地対策課

5434 3
富士自然動物公園（サファリ住民
協関係（地元反対団体））

富士自然動物公園計画に関する公開質問状 昭和５２年度 (収)昭53. 1.18

富士箱根と愛鷹
の自然と生活環
境を守る住民協
議会

5434 4
富士自然動物公園（サファリ住民
協関係（地元反対団体））

「富士自然動物公園計画」についての「富士箱根
と愛鷹の自然と生活環境を守る住民協議会｣との
打合せ

昭和５２年度 (起)昭53. 1.18 自然保護課

5434 5
富士自然動物公園（サファリ住民
協関係（地元反対団体））

富士自然動物公園計画の開発許可に関する申入書 昭和５２年度 (収)昭52.11.29

富士箱根と愛鷹
の自然と生活環
境を守る住民協
議会

5434 6
富士自然動物公園（サファリ住民
協関係（地元反対団体））

アフリカサファリに関する公開質問状について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.26 自然保護課

5434 7
富士自然動物公園（サファリ住民
協関係（地元反対団体））

富士自然動物園にかかる打合せについて 昭和５２年度 (収)昭52. 9.26 土地対策課

5435 1
富士自然動物公園（アフリカライ
オンサファリ移植関係）

自然動物公園建設計画の内動物の尿による地下水
への影響予測調査報告書

昭和５１年度 自然保護課

5435 2
富士自然動物公園（アフリカライ
オンサファリ移植関係）

自然動物公園建設計画に関する事前調査書 昭和５１年度 自然保護課

5435 3
富士自然動物公園（アフリカライ
オンサファリ移植関係）

富士自然動物公園スプリンクラー設置周辺植生調
査報告書

昭和５４年度 自然保護課

5435 4
富士自然動物公園（アフリカライ
オンサファリ移植関係）

富士自然動物公園造成工事移植・植栽計画 昭和５４年度 自然保護課
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5435 5
富士自然動物公園（アフリカライ
オンサファリ移植関係）

富士自然動物公園造成工事移植計画 昭和５３年度 自然保護課

5435 6
富士自然動物公園（アフリカライ
オンサファリ移植関係）

土地利用事業に係る防災工事の着手届について 昭和５３年度 (収)昭53. 6.20 土地対策課

5435 7
富士自然動物公園（アフリカライ
オンサファリ移植関係）

富士自然動物公園移植計画案 昭和５２年度 (起)昭52.11.28 自然保護課

5436 1 昭和52年度鳥獣関係統計 昭和52年度鳥獣関係統計報告について 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 7
(施)昭53. 6.15

自然保護課

5436 2 昭和52年度鳥獣関係統計
昭和52年度「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」違
反検挙状況について

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 7
(施)昭53. 4.10

自然保護課

5436 3 昭和52年度鳥獣関係統計 昭和52年度鳥獣関係統計報告について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.15
(施)昭53. 4.15

自然保護課

5437 1 昭和53年度鳥獣関係統計 昭和53年度鳥獣関係統計報告について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.13
(決)昭54. 6.18
(施)昭54. 6.18

自然保護課

5437 2 昭和53年度鳥獣関係統計 昭和53年度鳥獣関係統計報告について（依頼） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.18
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

自然保護課

5437 3 昭和53年度鳥獣関係統計
昭和53年度「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」違
反検挙状況について（照会）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.18
(決)昭54. 4.26
(施)昭54. 4.26

自然保護課

5438 1 昭和54年度鳥獣関係統計 昭和54年度鳥獣関係統計報告について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.19
(施)昭55. 6.19

自然保護課

5438 2 昭和54年度鳥獣関係統計
昭和54年度「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」違
反検挙状況について（照会）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.20
(施)昭55. 5.20

自然保護課

5438 3 昭和54年度鳥獣関係統計 昭和54年度鳥獣関係統計報告について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.19
(施)昭55. 4.19

自然保護課

5439 1 昭和55年度鳥獣関係統計 昭和55年度鳥獣関係統計について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.17
(決)昭56. 6.19
(施)昭56. 6.19

自然保護課

5440 1 ねむの木養護学校設置認可申請書 ねむの木養護学校設置認可申請書 昭和５３年度 (収)昭54. 2.16 ねむの木学園

5441 1
社会福祉法人ねむの木福祉会基本
財産処分承認申請書

社会福祉法人ねむの木福祉会の基本財産処分承認
について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.19
(決)昭54. 3.20
(施)昭54. 3.20

児童課

5441 2
社会福祉法人ねむの木福祉会基本
財産処分承認申請書

社会福祉法人ねむの木福祉会の基本財産処分承認
申請書について

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 8
(決)昭54. 2.21
(施)昭54. 2.21

児童課

5442 1
肢体不自由児療護施設ねむの木学
園実績報告書

昭和54年度社会福祉施設等施設（肢体不自由児養
護施設）整備費補助金交付額確定通知書

昭和５５年度 (収)昭55. 5. 6 厚生大臣

5442 2
肢体不自由児療護施設ねむの木学
園実績報告書

昭和54年度社会福祉施設等施設整備費国庫負担
（補助）金交付決定通知書

昭和５４年度 (収)昭54.11.28 厚生大臣

5443 1
肢体不自由児療護施設ねむの木学
園関係その１

新聞記事（昭和56年11月11日） 昭和５６年度 児童課

5443 2
肢体不自由児療護施設ねむの木学
園関係その１

社会福祉法人並びに社会福祉施設指導監査調書の
送付について

昭和５６年度 (収)昭56. 9.30 中部民生事務所

5443 3
肢体不自由児療護施設ねむの木学
園関係その１

「ねむの木学園」の定員割愛について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 8
(決)昭56. 9.10
(施)昭56. 9.10

児童課

908 ページ



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

5443 4
肢体不自由児療護施設ねむの木学
園関係その１

ヴァルナ国際映画祭レオニード・モギー大賞受賞 昭和５６年度 (収)昭56. 6.13

5444 1 社会福祉法人誠信会定款変更綴
社会福祉法人誠信会の定款の一部変更認可につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 6.16
(決)昭56. 6.27
(施)昭56. 6.27

児童課

5444 2 社会福祉法人誠信会定款変更綴 社会福祉法人定款変更認可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 8
(決)昭55.12.10
(施)昭55.12.12

児童課

5445 1
社会福祉法人ねむの木福祉会定款
変更認可申請書

社会福祉法人ねむの木福祉会の定款の一部変更認
可について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.19
(決)昭54. 3.20
(施)昭54. 3.20

児童課

5445 2
社会福祉法人ねむの木福祉会定款
変更認可申請書

社会福祉法人ねむの木福祉会の定款変更認可申請
書について

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 8
(決)昭54. 2.21
(施)昭54. 2.21

児童課

5446 1 心身障害者対策協議会
静岡県心身障害者対策協議会の委員の委嘱につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 5
(決)昭56. 8.13
(施)昭56. 8.17

障害福祉課

5446 2 心身障害者対策協議会
静岡県心身障害者対策協議会の委員の任命につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 8.22
(決)昭56. 9. 5
(施)昭56. 9. 5

障害福祉課

5446 3 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の委嘱について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.10
(決)昭56. 9.10
(施)昭56. 9.10

障害福祉課

5446 4 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 9
(決)昭56. 9.10
(施)昭56. 9.10

障害福祉課

5446 5 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会の会議資料について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.11
(決)昭56. 9.14
(施)昭56. 9.14

障害福祉課

5446 6 心身障害者対策協議会 報酬、旅費の資金前渡について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.16
(施)昭56. 9.30

障害福祉課

5446 7 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.28
(決)昭57. 1.28
(施)昭57. 1.28

障害福祉課

5446 8 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会の会議資料について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 5

障害福祉課

5446 9 心身障害者対策協議会 報酬、旅費の資金前渡について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 8

障害福祉課

5446 10 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の任命について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.29
(決)昭57. 5. 4
(施)昭57. 5. 8

障害福祉課

5446 11 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の委嘱について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.24
(決)昭57. 6.26
(施)昭57. 6.26

障害福祉課

5446 12 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の委嘱について 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 8 障害福祉課

5446 13 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の委嘱について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 4
(決)昭57. 8. 4
(施)昭57. 8. 9

障害福祉課

5446 14 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.10.29
(決)昭57.11. 4
(施)昭57.11. 4

障害福祉課

5446 15 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会の会議資料について 昭和５７年度
(起)昭57.11.15
(決)昭57.11.16

障害福祉課

5446 16 心身障害者対策協議会
静岡県心身障害者対策協議会の会議進行要領等に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.11.24
(決)昭57.11.24

障害福祉課
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5446 17 心身障害者対策協議会 報酬、旅費の資金前渡について 昭和５７年度
(起)昭57.11.22
(決)昭57.11.22
(施)昭57.11.24

障害福祉課

5446 18 心身障害者対策協議会
市長会会長の履歴事項等調書の作成について（報
告）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 2
(施)昭58. 3. 2

障害福祉課

5446 19 心身障害者対策協議会 審議会等の委員名簿について 昭和５８年度 (起)昭58. 5. 7 障害福祉課

5446 20 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の任命について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 4
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5.13

障害福祉課

5446 21 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.12
(決)昭58. 5.12
(施)昭58. 5.12

障害福祉課

5446 22 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.25
(決)昭58. 7.28
(施)昭58. 7.28

障害福祉課

5446 23 心身障害者対策協議会 静岡県心身障害者対策協議会委員の委嘱について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.13
(決)昭58. 8.23
(施)昭58. 8.24

障害福祉課

5446 24 心身障害者対策協議会 審議会等の委員名簿等の作成について 昭和５９年度 (収)昭59. 4.20 社会課長

5446 25 心身障害者対策協議会 各種審議会等委員の委嘱替えについて 昭和５９年度 (収)昭59. 6.19 民生部長

5446 26 心身障害者対策協議会
静岡県心身障害者対策協議会の委員の委嘱につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 7.10
(決)昭60. 7.11

障害福祉課

5446 27 心身障害者対策協議会 各種審議会等委員の委嘱替えについて 昭和６１年度 (収)昭61. 6.13 議会事務局長

5446 28 心身障害者対策協議会
静岡県心身障害者対策協議会の委員の委嘱につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 1
(決)昭61. 7. 7
(施)昭61. 7. 9

障害福祉課

5447 1 他法調整
静岡県特定疾患治療研究事業対象疾患の追加につ
いて（通知）

昭和５６年度 (収)昭56. 9.21 保健予防課

5447 2 他法調整
特定疾患治療研究事業対象疾患の追加について
（通知）

昭和５５年度 (収)昭56. 1.30 保健予防課

5447 3 他法調整 特定疾患医療費助成対象疾患の追加について 昭和５４年度
(起)昭54.11. 1
(決)昭54.11. 5
(施)昭54.11. 5

国民健康保険課

5447 4 他法調整
特定疾患医療費助成対象疾患の追加及び除外につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.11. 9
(施)昭53.11. 9

国民健康保険課

5448 1 サファリ関係（１）
小泉アフリカライオンサファリに係る関係書類に
ついて

昭和５２年度 (起)昭53. 3.25 食品衛生課

5448 2 サファリ関係（１）
裾野市に建設計画のあるサファリ関係書類につい
て

昭和５３年度
(起)昭53.10. 5
(決)昭53.10. 6

食品衛生課

5448 3 サファリ関係（１）
復命書（九州アフリカライオンサファリ現状調
査）

昭和５４年度 (起)昭54.11.19 食品衛生課

5448 4 サファリ関係（１） 群馬サファリワールド調査報告 昭和５４年度 (起)昭54.11.22 食品衛生課

5448 5 サファリ関係（１） 復命書（富士自然動物公園調査） 昭和５５年度 (起)昭55. 4.15 食品衛生課
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5448 6 サファリ関係（１） 富士サファリパーク調査報告の送付について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.10
内閣総理大臣官
房管理室

5448 7 サファリ関係（１） 復命書（富士サファリパーク爪なし動物調査） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.26 食品衛生課

5448 8 サファリ関係（１）
サファリ型式動物園における爪抜き動物に関する
調査について（回答）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 5
(決)昭55.12. 5
(施)昭55.12. 5

食品衛生課

5448 9 サファリ関係（１） 富士自然動物公園調査資料の入手 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 3 食品衛生課

5448 10 サファリ関係（１） ゾウライド営業について 昭和５６年度 (収)昭56. 9.25
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

5449 1 サファリ関係（２） 富士自然動物公園の地震対策について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.29 土地対策課

5450 1 サファリ関係（３）
小泉アフリカライオンサファリパーク地震防災応
急対策（案）に改善指導について

昭和５４年度 (起)昭55. 2.23 食品衛生課

5451 1 創価学会墓地経営許可申請書 墓地の経営について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.30
(決)昭55. 6.30
(施)昭55. 6.30

環境衛生課

5452 1
創価学会墓地経営許可申請書（地
図）

創価学会墓地許可（地図）綴 昭和５５年度
(起)昭55. 6.30
(決)昭55. 6.30
(施)昭55. 6.30

環境衛生課

5453 1
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

大川簡易水道配水管災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 2
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

熱川地区災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 3
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

北川地区災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 4
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

奈良本地区災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 5
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

熱川高見ホテル前配水管仮補強工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 6
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

片瀬地区災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 7
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

奈良本片瀬地区災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 8
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

入谷地区配水管災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 9
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

水下地区配水管災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 10
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

上清水地区配水管災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 11
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

熱川地区送水管災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課
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5453 12
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

稲取地区送水管災害漏水修理 昭和５２年度 環境衛生課

5453 13
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

西町地区配水管災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 14
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

北川磯辺配水池災害復旧応急本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 15
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

熱川地区送水管災害災害復旧応急仮工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 16
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

熱川地区送水管災害写真及び応急仮設工事災害復
旧応急本工事

昭和５２年度 環境衛生課

5453 17
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

熱川管理事務所災害復旧本工事 昭和５２年度 環境衛生課

5453 18
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

白田地区　浄水場建物外 昭和５２年度 環境衛生課

5453 19
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

黒根調整池ポンプ室 昭和５２年度 環境衛生課

5453 20
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

稲取排水池送水ポンプ外（ポンプ設備） 昭和５２年度 環境衛生課

5453 21
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

黒根配水管災害状況：水源災害 昭和５２年度 環境衛生課

5453 22
昭和53年１月14日伊豆大島近海地
震災害写真帳（東伊豆町）

磯脇排水池連絡管災害状況 昭和５２年度 環境衛生課

5454 1
昭和51年度家庭用薄葉紙構造改善
関係

家庭用薄葉紙製造業の行う構造改革事業に係る近
代化協議会の開催について

昭和５１年度
(起)昭51.10.19
(決)昭51.10.19
(施)昭51.10.19

繊維雑貨課

5454 2
昭和51年度家庭用薄葉紙構造改善
関係

昭和51年度家庭用薄葉紙製造業の構造改革計画に
係る承認申請書の提出について

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 9
(決)昭51. 9. 9
(施)昭51. 9.10

繊維雑貨課

5454 3
昭和51年度家庭用薄葉紙構造改善
関係

専門委員会・調査委員会合同委員会開催案内 昭和５１年度 (収)昭51. 4.16
中小企業近代審
議会機械すき和
紙分科会

5455 1
昭和52年度家庭用薄葉紙構造改善
関係

家庭用薄葉紙製造業の昭和52年度構造改革計画に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 8.22
(決)昭52. 8.24
(施)昭52. 8.26

繊維雑貨課

5456 1 調整規程 調整規程認可申請書 昭和５２年度 (収)昭52.12.23
静岡県家庭用薄
葉紙工業組合

5457 1 調整規程（延長） 調整規程変更認可申請書 昭和５３年度 (収)昭53. 4.29
静岡県家庭用薄
葉紙工業組合

5458 1 （個人名）氏表彰関係 （個人名）氏表彰関係 昭和５１年度

5459 1
昭和52年度秋の叙勲候補者推薦関
係

科学技術に関する藍綬褒章授与候補者調査表の提
出について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.29
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 3.29

繊維雑貨課

5459 2
昭和52年度秋の叙勲候補者推薦関
係

昭和52年秋の褒章候補者の推薦に伴う身分調査の
交付について（依頼）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.15
(決)昭52. 3.16
(施)昭52. 3.16

繊維雑貨課
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5459 3
昭和52年度秋の叙勲候補者推薦関
係

科学技術に関する黄綬褒章、紫綬褒章及び藍綬褒
章授与候補者の推薦方依頼について

昭和５１年度 (収)昭52. 1. 7 生活環境部長

5459 4
昭和52年度秋の叙勲候補者推薦関
係

科学技術に関する褒章（藍綬）授与候補者の推薦
について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.31
(決)昭52. 2. 4
(施)昭52. 2. 4

繊維雑貨課

5460 1 昭和52年度秋の叙勲申請について 昭和52年度秋の叙勲候補者の選考について 昭和５１年度 (収)昭52. 3.25 生活環境部長

5461 1
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年秋の叙勲内示について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 2 秘書課

5461 2
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年度中日社会功労賞候補者推薦について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 9 知事公室長

5461 3
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年度静岡県知事表彰の実施について 昭和５３年度 (収)昭53. 4.15 生活環境部長

5461 4
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５３年度 (収)昭53. 4.12 生活環境部長

5461 5
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年秋の叙勲候補者の推薦について 昭和５２年度 (収)昭53. 1.30 人事課

5461 6
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年秋の褒章受章候補者の選考について 昭和５２年度 (収)昭53. 1.28 生活環境部長

5461 7
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年秋の叙勲資料の提出依頼について 昭和５２年度 (収)昭53. 1.25 農林事務次官

5461 8
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年秋の黄綬褒章並びに藍綬褒章授与候補者
の推薦について

昭和５２年度 (収)昭53. 1.25 農林事務次官

5461 9
昭和53年度秋の叙勲（褒章）候補
について

昭和53年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５２年度 (収)昭53. 1.28 生活環境部長

5462 1 昭和53年度春の叙勲候補者 昭和53年度春の叙勲候補者（個人名）資料 昭和５２年度 繊維雑貨課

5463 1 昭和53年度春の叙勲候補者 知事祝辞について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53. 6.10 繊維雑貨課

5463 2 昭和53年度春の叙勲候補者 昭和53年度春の叙勲について 昭和５３年度 (起)昭53. 4. 4 繊維雑貨課

5463 3 昭和53年度春の叙勲候補者 身分調書の交付について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52.10. 3
(決)昭52.10. 3
(施)昭52.10. 3

繊維雑貨課

5464 1 昭和53年度春の黄綬候補者 褒章候補の辞退について 昭和５３年度 (収)昭53. 6.29 静岡県紙業協会

5464 2 昭和53年度春の黄綬候補者 身分調書の交付について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 2.18
(決)昭53. 2.18
(施)昭53. 2.18

繊維雑貨課

5465 1
昭和53年度秋の叙勲候補者上申関
係書類

昭和53年度秋の叙勲候補者（個人名）の上申関係
書類の提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.31
(決)昭53. 5.31
(施)昭53. 5.31

繊維雑貨課

5465 2
昭和53年度秋の叙勲候補者上申関
係書類

身分調書及び戸籍謄本の交付について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53. 5.25
(決)昭53. 5.25
(施)昭53. 5.25

繊維雑貨課

5466 1 昭和54年度秋の叙勲 昭和54年度秋の叙勲候補者の選考について 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 3 繊維雑貨課
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5467 1 昭和54年度春の叙勲・褒章 昭和54年度春の叙勲関係について 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 3 地場産業課

5467 2 昭和54年度春の叙勲・褒章 昭和54年度春の叙勲候補者の推薦について 昭和５３年度 (起)昭53.10.13 繊維雑貨課

5467 3 昭和54年度春の叙勲・褒章
昭和54年度秋以降３年間における春秋叙勲対象候
補者の調査について（回答）

昭和５３年度 (施)昭53.10.13 繊維雑貨課

5467 4 昭和54年度春の叙勲・褒章 昭和54年度春の叙勲候補者の選考について 昭和５３年度 (決)昭53. 8.28 繊維雑貨課

5467 5 昭和54年度春の叙勲・褒章
昭和54年度春の叙勲候補者の選考について（科学
技術庁関係）

昭和５３年度 (収)昭53. 8.10 生活環境部長

5467 6 昭和54年度春の叙勲・褒章
昭和54年度春の褒章受章候補者の選考について
（中小企業庁関係）

昭和５３年度 (収)昭53. 8.10 生活環境部長

5467 7 昭和54年度春の叙勲・褒章
昭和54年度春の褒章受章候補者の選考について
（農林水産省関係）

昭和５３年度 (収)昭53. 8. 2 生活環境部長

5468 1 昭和54年度表彰関係 昭和54年度静岡県知事表彰の実施について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 知事公室長

5468 2 昭和54年度表彰関係 昭和53年度善行表彰候補者の推薦について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.11 生活環境部長

5468 3 昭和54年度表彰関係 昭和52年度静岡県知事表彰の実施について 昭和５２年度 (収)昭52. 6.14 生活環境部長

5468 4 昭和54年度表彰関係
県職員叙勲（地方自治功労・一類）潜在候補者の
調査について

昭和５４年度 (収)昭55. 2.27 総務部長

5468 5 昭和54年度表彰関係
昭和55年度齋藤奨励金受賞候補者の推薦について
（依頼）

昭和５４年度 (収)昭55. 2.27 知事公室長

5468 6 昭和54年度表彰関係
昭和54年度（第７回）テレビ静岡顕彰被表彰者の
推薦について（依頼）

昭和５４年度 (収)昭54. 9.10 知事公室長

5468 7 昭和54年度表彰関係 紺綬褒章上申書類の作成要領について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.28 秘書課

5468 8 昭和54年度表彰関係
昭和54年度（第27回）中日社会功労賞受賞候補者
の推薦について（依頼）

昭和５４年度 (収)昭54. 5.16 知事公室長

5469 1 昭和55年春の叙勲 昭和55年春の叙勲内示について 昭和５４年度 (収)昭55. 3.31 秘書課

5469 2 昭和55年春の叙勲
昭和55年春の叙勲候補者の推薦について（上申関
係書類の提出）

昭和５４年度 (起)昭54.10. 8 地場産業課

5469 3 昭和55年春の叙勲 昭和55年春の叙勲候補者の調査書提出について 昭和５４年度 (起)昭54. 8.23 地場産業課

5469 4 昭和55年春の叙勲 紺綬褒章賄与の取扱いについて 昭和５４年度 (収)昭54. 6.13 知事公室長

5470 1 昭和54年度叙位 叙位叙勲の推薦について 昭和５４年度 (起)昭54.10.31 地場産業課

5471 1 昭和54年度叙位 叙位叙勲の推薦について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.27 地場産業課
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5472 1 昭和54年度藍綬褒章 藍綬褒章綴 昭和５４年度 地場産業課

5473 1 昭和55年秋の叙勲・褒章 昭和55年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 6
(決)昭55. 2. 9

地場産業課

5473 2 昭和55年秋の叙勲・褒章 年末年始の死亡叙勲等の取扱いについて 昭和５４年度 (収)昭54.12. 5 秘書課

5473 3 昭和55年秋の叙勲・褒章 昭和55年秋の褒章候補者の選考について（依頼） 昭和５４年度 (収)昭54.12.12 知事公室長

5474 1
昭和55年春の叙勲候補者上申関係
書類

叙勲候補者推薦に伴う身分調書及び戸籍謄本の交
付について（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.20
(決)昭54. 9.20
(施)昭54. 9.20

地場産業課

5475 1
昭和56年春の叙勲候補者上申関係
書類

叙勲候補者推薦に伴う刑罰等調書及び戸籍抄本の
交付について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.26
(施)昭55. 9.26

地場産業課

5476 1
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の入居開始見込みについて 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 1
(決)昭51. 4. 1
(施)昭51. 4. 2

雇用保険課

5476 2
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅大仁宿舎の使用開始について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.17
(決)昭51. 5.17
(施)昭51. 5.17

雇用保険課

5476 3
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅大仁宿舎落成式に係る労働部長祝辞
について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(決)昭51. 5.23

雇用保険課

5476 4
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和51年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.31
(決)昭51. 6. 4
(施)昭51. 6. 4

雇用保険課

5476 5
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

復命書 昭和５１年度 (起)昭51. 6.12 雇用保険課

5476 6
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

要望書 昭和５１年度 袋井市

5476 7
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

陳情書 昭和５１年度
(起)昭51. 6.15
(決)昭51. 6.19
(施)昭51. 6.21

雇用保険課

5476 8
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和51年度雇用促進住宅の設置計画の通知につい
て

昭和５１年度 (収)昭51. 6. 5
雇用促進事業団
理事長

5476 9
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅東川原宿舎の使用開始について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 5
(決)昭51.10. 5
(施)昭51.10. 6

雇用保険課

5476 10
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

復命書 昭和５１年度 (起)昭51.10. 7 雇用保険課

5476 11
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅竜洋宿舎新築工事現場説明及び入札
について

昭和５１年度 (収)昭51. 9.29 雇用促進事業団

5476 12
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和５１年度 (収)昭51.10. 9
雇用促進事業団
名古屋支部長

5476 13
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

労働部長祝辞の作成について 昭和５１年度
(起)昭51.10.15
(決)昭51.10.17

雇用保険課

5476 14
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅に係る「建設予定地を推せんするに
あたって調査する事項」提出について

昭和５１年度
(起)昭51.11.17
(決)昭51.11.22
(施)昭51.11.22

雇用保険課

5476 15
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅に係る「建設予定地を推せんするに
あたって調査する事項」提出について

昭和５１年度
(起)昭51.11.22
(決)昭51.11.22
(施)昭51.11.24

雇用保険課
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5476 16
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

復命書 昭和５１年度 (起)昭51.12. 4 雇用保険課

5476 17
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

裾野雇用促進住宅の入居促進について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 7
(決)昭51.12. 7
(施)昭51.12. 7

雇用保険課

5476 18
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅三ケ日宿舎の建設用地決定について 昭和５１年度 (収)昭51.12.20
雇用促進事業団
理事長

5476 19
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅三ケ日宿舎敷地の売買契約の締結に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51.12.28 雇用促進事業団

5476 20
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅小笠宿舎の建設用地決定について 昭和５１年度 (収)昭52. 1.12
雇用促進事業団
理事長

5476 21
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅小笠宿舎敷地の売買契約の締結につ
いて

昭和５１年度 (収)昭52. 1.18 雇用促進事業団

5476 22
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の家賃の改定について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.24
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 3.29

雇用保険課

5476 23
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

「移転就職者用宿舎運営要領の運用について」の
一部改正について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.29
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 3.29

雇用保険課

5476 24
昭和51年度雇用促進住宅建設関係
綴

移転就職者用宿舎運営要領の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.29
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 3.29

雇用保険課

5477 1
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅管理主事応募者について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.22
(決)昭52. 4.23
(施)昭52. 4.25

雇用保険課

5477 2
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和52年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.30
(施)昭52. 4.30

雇用保険課

5477 3
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和52年度雇用促進住宅建設説明会出席者名簿に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 5.23
(決)昭52. 5.24
(施)昭52. 5.24

雇用保険課

5477 4
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和52年度雇用促進住宅建設説明会の復命につい
て

昭和５２年度 (起)昭52. 6. 1 雇用保険課

5477 5
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅建設に係る「建設予定地を推せんす
るにあたって調査する事項」の提出について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.29
(決)昭52. 7.30
(施)昭52. 7.30

雇用保険課

5477 6
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅小笠宿舎新築工事の現場説明及び入
札について

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 7 雇用促進事業団

5477 7
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅三ケ日宿舎新築工事の現場説明及び
入札について

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 7 雇用促進事業団

5477 8
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅竜洋宿舎の使用開始について 昭和５２年度
(起)昭52. 6. 7
(決)昭52. 6. 8
(施)昭52. 6. 8

雇用保険課

5477 9
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅竜洋宿舎の使用開始について 昭和５２年度 (収)昭52. 6. 4
雇用促進事業団
名古屋支部長

5477 10
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和５２年度 (収)昭52. 6.24
雇用促進事業団
名古屋支部長

5477 11
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

労働部長祝辞の作成について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 6.22
(決)昭52. 6.22

雇用保険課

5477 12
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

労働部長祝辞の作成について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 6.27
(決)昭52. 6.28
(施)昭52. 6.28

雇用保険課
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5477 13
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和52年度雇用促進住宅設置計画の一部変更（追
加）について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.29
(施)昭52. 6.29

雇用保険課

5477 14
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和52年度雇用促進住宅設置計画の一部変更（追
加）について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 1
(決)昭52. 7. 8
(施)昭52. 7. 8

雇用保険課

5477 15
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅原宿舎敷地の売買契約の締結につい
て

昭和５２年度 (収)昭52. 8.18 雇用促進事業団

5477 16
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅原宿舎の建設用地決定について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.17
雇用促進事業団
理事長

5477 17
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅原宿舎新築工事の現場説明及び入札
について

昭和５２年度 (収)昭52. 9.21 雇用促進事業団

5477 18
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅大須賀宿舎の建設用地決定について 昭和５２年度 (収)昭52.10. 1
雇用促進事業団
理事長

5477 19
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅大須賀宿舎第二期敷地の売買契約の
締結について

昭和５２年度 (収)昭52.10.17 雇用促進事業団

5477 20
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅建設の候補地調書の作成について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.26 雇用保険課

5477 21
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅原宿舎新築工事入札について 昭和５２年度 (起)昭52.10. 1 雇用保険課

5477 22
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅建設に係る「建設予定地を推せんす
るにあたって調査する事項」の提出について

昭和５２年度
(起)昭52.10. 5
(決)昭52.10. 6
(施)昭52.10. 6

雇用保険課

5477 23
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

労働部長祝辞の作成について（伺い） 昭和５２年度 (起)昭52.10.27 雇用保険課

5477 24
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅国本宿舎の建設用地決定について
（第三期）

昭和５２年度 (収)昭52.11.17
雇用促進事業団
理事長

5477 25
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅大須賀宿舎第二期新築工事の現場説
明及び入札について

昭和５２年度 (収)昭52.11.22 雇用促進事業団

5477 26
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の入居資格要件の緩和について 昭和５２年度 (施)昭52.11.22 雇用保険課

5477 27
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和５２年度 (収)昭52.12. 1
雇用促進事業団
名古屋支部長

5477 28
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

労働部長祝辞の作成について（伺い） 昭和５２年度 (起)昭52.12. 6 雇用保険課

5477 29
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅国本宿舎第三期敷地の売買契約の締
結について

昭和５２年度 (収)昭52.12. 7 雇用促進事業団

5477 30
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和５２年度 (収)昭53. 3. 2
雇用促進事業団
名古屋支部長

5477 31
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

復命書 昭和５２年度 (起)昭53. 2.27 雇用保険課

5477 32
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

移転就職者用宿舎運営要領の送付について 昭和５２年度 (起)昭52. 7.20 雇用保険課

5477 33
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和53年度建設工事入札参加資格審査申請書の受
付について

昭和５２年度
(起)昭53. 1.24
(決)昭53. 1.25
(施)昭53. 1.25

雇用保険課
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5477 34
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の使用開始について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.10
(決)昭53. 3.15
(施)昭53. 3.15

雇用保険課

5477 35
昭和52年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の家賃並びに共益費について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.17
(決)昭53. 3.18
(施)昭53. 3.18

雇用保険課

5478 1
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の入居資格要件について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.20
(決)昭53. 6.21
(施)昭53. 6.21

雇用保険課

5478 2
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅原宿舎の使用開始について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.11
(施)昭53. 7.11

雇用保険課

5478 3
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅大須賀宿舎（第二期分）の使用開始
について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.28
(決)昭53. 8.29
(施)昭53. 8.29

雇用保険課

5478 4
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の家賃の改定について 昭和５３年度 (施)昭53. 9. 2 雇用保険課

5478 5
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅借受申請書（用紙）の送付について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.28
(決)昭53. 9.29
(施)昭53. 9.29

雇用保険課

5478 6
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和53年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.10
(決)昭53. 3.14
(施)昭53. 3.14

雇用保険課

5478 7
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和53年度雇用促進住宅建設用地にかかる説明会
の開催について

昭和５２年度 (収)昭53. 3.27 雇用促進事業団

5478 8
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅大須賀宿舎集会場の設置方陳情につ
いて

昭和５２年度
(起)昭53. 3.24
(決)昭53. 3.30
(施)昭53. 3.30

雇用保険課

5478 9
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和53年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５２年度 (起)昭53. 3.27 雇用保険課

5478 10
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅用地取得予定表の提出について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.28
(決)昭53. 5. 1
(施)昭53. 5. 1

雇用保険課

5478 11
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅建設にかかる「建設予定地を推せん
するにあたって調査する事項」の提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.24
(決)昭53. 7.24
(施)昭53. 7.24

雇用保険課

5478 12
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅菊川第２宿舎の建設用地決定につい
て

昭和５３年度 (収)昭53. 9. 8
雇用促進事業団
理事長

5478 13
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅菊川第２宿舎新築工事の現場説明及
び入札について

昭和５３年度 (収)昭53. 9.19 雇用促進事業団

5478 14
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅菊川第２宿舎敷地の売買契約の締結
について

昭和５３年度 (収)昭53.10. 6 雇用促進事業団

5478 15
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和５３年度 (収)昭53.10.26
雇用促進事業団
名古屋支部長

5478 16
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅引佐宿舎の建設用地決定について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 5
雇用促進事業団
理事長

5478 17
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅引佐宿舎敷地の売買契約の締結につ
いて

昭和５３年度 (収)昭53.10.14 雇用促進事業団

5478 18
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進事業団の発注にかかる公共事業等の発注
状況について

昭和５３年度 (収)昭53.10.16 雇用促進事業団

5478 19
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅引佐宿舎新築工事の現場説明及び入
札について

昭和５３年度 (収)昭53.11.22 雇用促進事業団
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5478 20
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の新築工事入札結果について 昭和５３年度 (収)昭53.11.30
雇用促進事業団
名古屋支部長

5478 21
昭和53年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅国本宿舎（第三期分）の使用開始に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53.11.22
(決)昭53.11.27
(施)昭53.11.27

雇用保険課

5479 1
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度齋雇用促進事業団福祉施設及び雇用促
進住宅の設置要望について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 5
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 6

雇用保険課

5479 2
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

雇用促進住宅の設置要望に係る関係書類の提出に
ついて

昭和５３年度 (収)昭53. 9.14
労働省職業安定
局雇用政策課

5479 3
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

雇用促進住宅及び福祉施設の要望の取り扱いにつ
いて

昭和５３年度 (収)昭53. 8. 2
労働省職業安定
局雇用政策課

5479 4
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設及び雇用促進
住宅の設置要望について

昭和５３年度 (収)昭53. 6.15
清水公共職業安
定所長

5479 5
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

勤労者体育施設建設に関する陳情書について 昭和５３年度 (収)昭53. 6.27
焼津公共職業安
定所長

5479 6
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設及び雇用促進
住宅の設置要望について（袋井市）

昭和５３年度 (収)昭53. 7.19
磐田公共職業安
定所長

5479 7
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設及び雇用促進
住宅の設置要望について（森町）

昭和５３年度 (収)昭53. 7.19
磐田公共職業安
定所長

5479 8
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設及び雇用促進
住宅の設置要望について（浅羽町）

昭和５３年度 (収)昭53. 7.22
磐田公共職業安
定所長

5479 9
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設及び雇用促進
住宅の設置要望について（龍山村）

昭和５３年度 (収)昭53. 9. 7
磐田公共職業安
定所長

5479 10
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設及び雇用促進
住宅の設置要望について（榛原町）

昭和５３年度 (収)昭53. 7.13
島田公共職業安
定所長

5479 11
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設及び雇用促進
住宅の設置要望について（御前崎町）

昭和５３年度 (収)昭53. 7.21
島田公共職業安
定所長

5479 12
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設及び雇用促進
住宅の設置要望について（沼津市）

昭和５３年度 (収)昭53. 8.31
沼津公共職業安
定所長

5479 13
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度福祉施設設置要望用地調査（藤枝市外
７市町村）

昭和５３年度 雇用保険課

5479 14
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進住宅及び福祉施設の設置要望
について

昭和５３年度
(起)昭53.10.26
(決)昭53.10.28
(施)昭53.10.30

雇用保険課

5479 15
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進住宅及び福祉施設の設置要望
について

昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.14
(施)昭53.12.14

雇用保険課

5479 16
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度福祉施設設置要望に関する資料の提出
について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.19
(決)昭54. 1.19
(施)昭54. 1.19

雇用保険課

5479 17
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度雇用促進住宅設置要望に関する資料の
追加提出について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.26
(決)昭54. 1.26
(施)昭54. 1.26

雇用保険課

5479 18
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
１）

昭和54年度福祉施設設置要望に関する資料の追加
提出について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.13
(決)昭54. 2.13
(施)昭54. 2.13

雇用保険課

5480 1
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

昭和54年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.23
(施)昭54. 4.23

雇用保険課
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5480 2
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

復命書 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 7
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5. 9

雇用保険課

5480 3
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅建設候補地求積図他諸図面の送付に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 5.10
(決)昭54. 5.10
(施)昭54. 5.10

雇用保険課

5480 4
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎（仮称）の計画配置図の
送付について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.30
(決)昭54. 5.30
(施)昭54. 5.30

雇用保険課

5480 5
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎（仮称）の計画配置図に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 7
(決)昭54. 6. 7
(施)昭54. 6. 7

雇用保険課

5480 6
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎建設に伴う土地立入承諾
書について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.12
(決)昭54. 6.13
(施)昭54. 6.13

雇用保険課

5480 7
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

陳情書について（供覧） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.11 雇用保険課

5480 8
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎建設に伴う中部電力
（株）の住宅建設承諾書他関係書類の送付につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 6.19
(決)昭54. 6.20
(施)昭54. 6.20

雇用保険課

5480 9
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅の早期建設について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.26
(決)昭54. 6.26
(施)昭54. 6.26

雇用保険課

5480 10
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎の変更後の計画配置図の
送付について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 7. 2
(施)昭54. 7. 2

雇用保険課

5480 11
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅菊川第二宿舎の使用開始について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 7. 3
(施)昭54. 7. 4

雇用保険課

5480 12
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅菊川第二宿舎竣工式における部長祝
辞について

昭和５４年度 (起)昭54. 8. 6 雇用保険課

5480 13
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅建設に係る「建設予定地を推せんす
るにあたって調査する事項」の提出について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.18
(決)昭54. 8.18
(施)昭54. 8.18

雇用保険課

5480 14
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用保険の被保険者以外の者に対して雇用促進住
宅を貸与する場合の取扱いについて

昭和５４年度
(起)昭54. 9.13
(決)昭54. 9.14
(施)昭54. 9.14

雇用保険課

5480 15
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅富士宿舎（仮称）の計画配置図の送
付について

昭和５４年度
(起)昭54.10.13
(決)昭54.10.13
(施)昭54.10.13

雇用保険課

5480 16
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅引佐宿舎の使用開始について 昭和５４年度
(起)昭54.10.11
(決)昭54.10.15
(施)昭54.10.15

雇用保険課

5480 17
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎の建設に係る関係書類の
供覧

昭和５４年度 (起)昭54.10.22 雇用保険課

5480 18
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎敷地の売買契約の締結に
ついて

昭和５４年度 (収)昭54.10.29 雇用促進事業団

5480 19
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

昭和54年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５４年度
(起)昭54.11. 6
(決)昭54.11. 7
(施)昭54.11. 7

雇用保険課

5480 20
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅の入居促進について 昭和５４年度 (収)昭54.11. 7
雇用促進事業団
名古屋支部長

5480 21
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅入居促進について安定所機関紙（職
安だより等）への登載依頼について

昭和５４年度
(起)昭54.11.20
(決)昭54.11.21
(施)昭54.11.21

雇用保険課

5480 22
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

３ＤＫ宿舎の貸与要件の緩和について 昭和５４年度
(起)昭54.12.17
(決)昭54.12.18
(施)昭54.12.18

雇用保険課

920 ページ



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

5480 23
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎建築工事の現場説明及び
入札について

昭和５４年度 (収)昭54.12.13 雇用促進事業団

5480 24
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎機械設備工事の現場説明
及び入札について

昭和５４年度 (収)昭54.12.17 雇用促進事業団

5480 25
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎電気設備工事の現場説明
及び入札について

昭和５４年度 (収)昭54.12.17 雇用促進事業団

5480 26
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

土地売買契約書 昭和５４年度 雇用保険課

5480 27
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅篠原宿舎の児童遊園地の整備拡張に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54.12.20
(決)昭54.12.22
(施)昭54.12.24

雇用保険課

5480 28
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅篠原宿舎の児童遊園地の建設の陳情
について

昭和５４年度 (起)昭54.12.20 雇用保険課

5480 29
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎の入札結果について 昭和５４年度 (起)昭54.12.27 雇用保険課

5480 30
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大井川宿舎起工式における労働部長
祝辞について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.17
(決)昭55. 1.19
(施)昭55. 1.19

雇用保険課

5480 31
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

単身労働者に対する雇用促進住宅の貸与について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.16
(決)昭55. 1.17
(施)昭55. 1.17

雇用保険課

5480 32
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

「移転就職者用宿舎運営要領」の送付について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.16
(決)昭55. 1.16
(施)昭55. 1.16

雇用保険課

5480 33
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅建設に係る「建設予定地を推せんす
るにあたって調査する事項」の提出について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.28
(決)昭55. 2.28
(施)昭55. 2.28

雇用保険課

5480 34
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅大須賀宿舎ならびに国本宿舎集会所
建設要望について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.15
(決)昭55. 3.17
(施)昭55. 3.18

雇用保険課

5480 35
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅富士見台宿舎の建設用地決定につい
て

昭和５４年度 (収)昭55. 3.27
雇用促進事業団
理事長

5480 36
昭和54年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴（２－
２）

雇用促進住宅富士見台宿舎敷地の売買契約の締結
について

昭和５４年度 (収)昭55. 3.28 雇用促進事業団

5481 1
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和55年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 4
(決)昭55. 3. 7
(施)昭55. 3. 8

雇用保険課

5481 2
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和55年度雇用促進住宅建設用地に係る説明会の
開催について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4. 9
(施)昭55. 4. 9

雇用保険課

5481 3
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和55年度雇用促進住宅建設用地説明会について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.28 雇用保険課

5481 4
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

復命書（打合せ会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.14 雇用保険課

5481 5
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅の家賃保証人について 昭和５５年度 (収)昭55. 6. 2
雇用促進事業団
名古屋支部長

5481 6
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅富士見台宿舎建設工事の現場説明及
び入札について

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 7 雇用促進事業団

5481 7
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅富士見台宿舎電気設備工事の現場説
明及び入札について

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 4 雇用促進事業団
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5481 8
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅富士見台宿舎機械設備工事の現場説
明及び入札について

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 4 雇用促進事業団

5481 9
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅富士見台宿舎の入札結果について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.23
(決)昭55. 6.24

雇用保険課

5481 10
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅富士見台宿舎起工式における労働部
長祝辞について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 7
(決)昭55. 7. 9
(施)昭55. 7. 9

雇用保険課

5481 11
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅建設に係る「建設予定地を推せんす
るにあたって調査する事項」の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 7.24
(施)昭55. 7.24

雇用保険課

5481 12
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅富士見台宿舎建設計画の変更につい
て

昭和５５年度 (起)昭55. 8. 4 雇用保険課

5481 13
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅相良宿舎の建設用地決定について 昭和５５年度 (収)昭55. 9. 5
雇用促進事業団
理事長

5481 14
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅井崎宿舎の建設用地決定について 昭和５５年度 (収)昭55. 9.22
雇用促進事業団
理事長

5481 15
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅相良宿舎敷地の売買契約の締結につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55.10. 1 雇用促進事業団

5481 16
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

３ＤＫ宿舎の貸与要件の緩和について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 6
(施)昭55.10. 6

雇用保険課

5481 17
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅井崎宿舎敷地の売買契約の締結につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55.10. 6 雇用促進事業団

5481 18
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

３ＤＫ宿舎の貸与要件の緩和について 昭和５５年度
(起)昭55.10.16
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.22

雇用保険課

5481 19
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅大井川宿舎の業務運営開始について 昭和５５年度
(起)昭55.11.11
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.14

雇用保険課

5481 20
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅井崎宿舎電気設備工事の現場説明及
び入札について

昭和５５年度 (収)昭55.11.21 雇用促進事業団

5481 21
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅井崎宿舎機械設備工事の現場説明及
び入札について

昭和５５年度 (収)昭55.11.21 雇用促進事業団

5481 22
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅井崎宿舎建築工事の現場説明及び入
札について

昭和５５年度 (収)昭55.11.21 雇用促進事業団

5481 23
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅相良宿舎電気設備工事の現場説明及
び入札について

昭和５５年度 (収)昭55.11.21 雇用促進事業団

5481 24
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅相良宿舎器械設備工事の現場説明及
び入札について

昭和５５年度 (収)昭55.11.21 雇用促進事業団

5481 25
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅相良宿舎建築工事の現場説明及び入
札について

昭和５５年度 (収)昭55.11.21 雇用促進事業団

5481 26
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅入札結果について 昭和５５年度 (起)昭55.12.11 雇用保険課

5481 27
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

昭和54年度雇用促進住宅設置計画の一部変更つい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1.10
(施)昭56. 1.10

雇用保険課

5481 28
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

雇用促進住宅国本宿舎ならびに大須賀宿舎集会所
の建設要望について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.28
(決)昭56. 1.29
(施)昭56. 1.30

雇用保険課
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5481 29
昭和55年度雇用促進住宅建設関係
綴

（昭和54年度、昭和55年度）雇用促進住宅設置計
画の一部変更について

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 9
雇用促進事業団
理事長

5482 1
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

雇用促進事業団主催の会議の復命書 昭和５２年度 (起)昭53. 3.28 雇用保険課

5482 2
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

昭和53年度雇用促進事業団福祉施設の設置につい
て

昭和５２年度
(起)昭53. 3.10
(決)昭53. 3.15
(施)昭53. 3.15

雇用保険課

5482 3
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

静岡勤労総合福祉センター（富士ハイツ）の施設
改善について（要望）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.24
(決)昭53. 6.27
(施)昭53. 6.30

雇用保険課

5482 4
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

雇用促進事業団の発注にかかる公共事業等の発注
状況について（通知）

昭和５３年度 (収)昭53. 9.16 雇用促進事業団

5482 5
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

昭和54年度雇用促進事業団福祉施設設置要望地の
調査について（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53. 9.27 雇用保険課

5482 6
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

共同福祉施設の土地借料支払の対象とする敷地面
積について

昭和５３年度
(起)昭53.12.26
(決)昭53.12.27
(施)昭53.12.27

雇用保険課

5482 7
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

共同福祉施設の土地借料支払の対象とする敷地面
積について

昭和５３年度
(起)昭53.12.15
(決)昭53.12.18
(施)昭53.12.18

雇用保険課

5482 8
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

勤労総合福祉センター・勤労者いこいの村及び野
外趣味活動施設の土地借料支払の対象とする敷地
面積の算定について

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 6
(施)昭54. 1. 6

雇用保険課

5482 9
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

勤労総合福祉センター・勤労者いこいの村及び野
外趣味活動施設の土地借料支払の対象とする敷地
面積の算定について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 5
(決)昭53.12. 6
(施)昭53.12. 6

雇用保険課

5482 10
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

勤労総合福祉センター・勤労者いこいの村及び野
外趣味活動施設の土地借料支払の対象とする敷地
面積の算定について

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 7
(決)昭54. 1. 9
(施)昭54. 1. 9

雇用保険課

5482 11
昭和53年度雇用促進事業団福祉施
設関係綴

雇用促進事業団福祉施設の設置について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.17
浜松公共職業安
定所長

5483 1
昭和55年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴

昭和56年度雇用促進事業団福祉施設ならびに雇用
促進住宅の設置要望について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.14
(決)昭54. 6.15
(施)昭54. 6.15

雇用保険課

5483 2
昭和55年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴

勤労者体育施設の建設陳情について 昭和５４年度 (起)昭54. 7. 2 雇用保険課

5483 3
昭和55年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴

昭和55年度雇用促進事業団福祉施設ならびに雇用
促進住宅の設置要望について

昭和５４年度 (起)昭54. 8.11 雇用保険課

5483 4
昭和55年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴

昭和55年度雇用促進住宅ならびに福祉施設の設置
要望について

昭和５４年度
(起)昭54.10.15
(決)昭54.10.16
(施)昭54.10.17

雇用保険課

5483 5
昭和55年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）陳情書綴

昭和55年度雇用促進事業団施設設置要望地調査に
ついて

昭和５４年度 (起)昭54. 8.20 雇用保険課

5484 1
静岡勤労者総合福祉センター運営
委託等

施設利用料金の運用について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.24
(決)昭52. 8.30
(施)昭52. 8.30

雇用保険課

5484 2
静岡勤労者総合福祉センター運営
委託等

静岡勤労総合福祉センター施設内容等について 昭和５１年度
(起)昭51.11.22
(決)昭51.11.26
(施)昭51.11.26

雇用保険課

5485 1 県技術交換大会・農業青年会議 復命書（第18回静岡県農業青年会議） 昭和５３年度 (起)昭54. 2.22 後継者養成課
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5485 2 県技術交換大会・農業青年会議 復命書（第17回静岡県農業青年会議） 昭和５２年度 (起)昭53. 2.24 後継者養成課

5486 1
静岡県農村青少年クラブ連絡協議
会総会資料

静岡県農村青少年クラブ連絡協議会総会資料集
（昭和44年度～58年度）

後継者養成課

5487 1 全国４Ｈクラブ員のつどい・静岡
記念誌（静岡県の農業）第13回全国４Ｈクラブ員
のつどい

昭和５２年度
静岡県４Ｈクラ
ブ連絡協議会

5487 2 全国４Ｈクラブ員のつどい・静岡 ４Ｈの祭典　'77全国４Ｈクラブ員のつどい 昭和５２年度
静岡県４Ｈクラ
ブ連絡協議会

5487 3 全国４Ｈクラブ員のつどい・静岡 第13回全国４Ｈクラブ員のつどい（参加者名簿） 昭和５２年度
静岡県４Ｈクラ
ブ連絡協議会

5487 4 全国４Ｈクラブ員のつどい・静岡 報告書　'77全国４Ｈクラブ員のつどい 昭和５２年度
静岡県４Ｈクラ
ブ連絡協議会

5488 1 ４Ｈ女子クラブ員のつどい
単位クラブ会長会議及び女子クラブ員のつどい開
催について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.14
(決)昭54. 9.18
(施)昭54. 9.18

後継者養成課

5489 1 ４Ｈ単位クラブ会長会議
復命書（単位クラブ会長会議及び女子クラブ員の
つどい）

昭和５３年度 (起)昭53.11.28 後継者養成課

5490 1
昭和51年度県有土地改良財産管理
処分台帳

県有土地改良財産管理及び処分台帳 昭和５１年度 農地企画課

5491 1
昭和52年度県有土地改良財産管理
処分台帳

県有土地改良財産管理及び処分台帳 昭和５２年度 農地企画課

5492 1
昭和53年度県有土地改良財産の管
理処分台帳

県有土地改良財産管理及び処分台帳 昭和５３年度 農地企画課

5493 1
昭和54年度県有土地改良財産の管
理処分台帳

県有土地改良財産管理及び処分台帳 昭和５４年度 農地企画課

5494 1
昭和55年度県有土地改良財産の管
理処分台帳

県有土地改良財産管理及び処分台帳 昭和５５年度 農地企画課

5495 1
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 1
(決)昭53. 3. 3
(施)昭53. 3. 3

農地企画課

5495 2
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（進達）

昭和５２年度
(起)昭52.12.19
(決)昭52.12.22
(施)昭52.12.22

農地企画課

5495 3
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52.10.18
(決)昭52.10.19
(施)昭52.10.19

農地企画課

5495 4
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（進達）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.12
(決)昭52. 8.24
(施)昭52. 8.24

農地企画課

5495 5
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（進達）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.12
(決)昭52. 8.24
(施)昭52. 8.24

農地企画課

5495 6
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.28
(決)昭52.10. 3
(施)昭52.10. 3

農地企画課

5495 7
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（進達）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.26
(決)昭52. 7.29
(施)昭52. 7.29

農地企画課

5495 8
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.20
(決)昭52. 6.21
(施)昭52. 6.21

農地企画課
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5495 9
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

国営直轄　三方原地区の土地改良財産（幹線第５
号排水路）の他目的使用について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.13
(決)昭52. 5.26
(施)昭52. 5.26

農地企画課

5495 10
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄、三方原地区地上権設定地の土地形状変更の
承認について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.20
(決)昭52. 4.20
(施)昭52. 4.21

農地企画課

5495 11
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄、三方原地区の地上権設定地土地形状変更承
認申請について（進達）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.22
(決)昭52. 2.23
(施)昭52. 2.23

農地企画課

5495 12
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄、三方原地区の地上権設定地土地形状変更承
認申請について（進達）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.17
(決)昭52. 2.21
(施)昭52. 2.21

農地企画課

5495 13
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄、三方原地区の地上権設定地土地形状変更承
認申請について（進達）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.10
(決)昭52. 3.12
(施)昭52. 3.12

農地企画課

5495 14
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区の土地改良財産の使用について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.16
(決)昭52. 4.20
(施)昭52. 4.20

農地企画課

5495 15
直轄三方原地区（他目的使用、土
地形状変更）

直轄三方原地区、土地改良財産の使用承認申請に
ついて（進達）

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 9
(決)昭52. 3.14
(施)昭52. 3.14

農地企画課

5496 1
財産交換関係（県営沼川排水事
業）

県有土地改良財産と廃川敷地の交換協議について 昭和５１年度
(起)昭51.11.16
(決)昭51.11.23
(施)昭51.11.23

農地企画課

5497 1 昭和52年度廃川敷地引継書
県有土地改良財産の用途廃止及び引継について
（稲瀬川）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3.20
(施)昭53. 3.20

農地企画課

5497 2 昭和52年度廃川敷地引継書
県有土地改良財産の用途廃止及び引継について
（須津川・潤井川）

昭和５２年度
(起)昭52.12.26
(決)昭53. 1.11
(施)昭53. 1.11

農地企画課

5498 1 昭和51年度廃川敷地交換契約関係
県営沼川排水改良事業造成土地改良財産と廃川敷
地の交換について

昭和５１年度 (起)昭52. 1.22 農地企画課

5499 1 昭和51年度河川引継関係
二級河川九領川・堀留川の引継に係る現地調査に
ついて

昭和５１年度 (起)昭51.11.26 農地企画課

5500 1
静岡県気象月報（昭52・１～54・
10）

昭和52年１月～昭和54年10月までの月報 日本気象協会

5501 1 第53次農林省統計表 第53次農林省統計表（昭和51年～52年）
農林省統計情報
部

5502 1 第54次農林水産省統計表 第54次農林水産省統計表（昭和52年～53年）
農林水産省統計
情報部

5503 1 第55次農林水産省統計表 第55次農林水産省統計表（昭和53年～54年）
農林水産省統計
情報部

5504 1 新総合計画
静岡県総合計画に基づく昭和55年度～57年度事業
実施計画　昭和55年３月

昭和５４年度 農地企画課

5504 2 新総合計画
「静岡県総合計画に基づく第４次実施計画」の資
料について

昭和５４年度 (起)昭54.12. 7 農地企画課

5504 3 新総合計画 静岡県総合計画に基づく主要事業調べについて 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 7 農地企画課

5504 4 新総合計画 静岡県総合計画に基づく主要事業調べについて 昭和５３年度 (起)昭53.11.30 農地企画課
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5504 5 新総合計画
「静岡県総合計画に基づく第３次事業実施計画」
策定に関するワーキンググループ打合せ会の開催
について

昭和５３年度 (起)昭53.11. 6 知事公室長

5504 6 新総合計画
静岡県総合計画に基づく第２次事業実施計画の昭
和53年度予算化（実施）状況調査について

昭和５２年度 農地企画課

5504 7 新総合計画
静岡県総合計画に基づく第２次事業実施計画　昭
和53年３月

昭和５２年度 静岡県

5504 8 新総合計画
新総合計画第２次事業実施計画の企画調査課との
他調整について（確認）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(施)昭53. 3.31

農地企画課

5504 9 新総合計画 昭和53年度事業のすすめ方 農政課

5504 10 新総合計画
静岡県総合計画に基づく第２次事業実施計画の昭
和53年度予算化（実施）状況調査について

昭和５３年度 (起)昭53. 4.25 農地企画課

5504 11 新総合計画 ワーキンググループ担当者名について（報告） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.12
(施)昭53. 4.18

農地企画課

5504 12 新総合計画
静岡県総合計画に基づく第１次事業実施計画の進
行管理について

昭和５２年度 農地企画課

5504 13 新総合計画
静岡県総合計画に基づく第２次事業実施計画の策
定について

昭和５２年度 (起)昭52.11.18 農地企画課

5504 14 新総合計画 「当面する県政の課題と基本方向」について 昭和５２年度 (起)昭53. 1.20 農地企画課

5505 1 新実施計画資料 静岡県農業基盤整備事業長期計画（案）概要 昭和５２年度 農地企画課

5506 1 土地改良事業長期計画 要土地改良事業事業別調書 昭和５５年度 農地企画課

5506 2 土地改良事業長期計画 要土地改良事業地区別調書 昭和５５年度 農地企画課

5507 1 長期計画作成基礎調査
昭和55年度土地改良長期計画作成基礎調査表の提
出について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.13
(決)昭56. 1.21
(施)昭56. 1.23

農地企画課

5508 1
昭和53～55年度農道安全対策調査
集計表

農道市町村集計表 農地企画課

5509 1
昭和53～55年度農道安全対策調査
図面

昭和53～55年度農道安全対策調査図面 農地企画課

5510 1
昭和50年（ヨ）202号道路拡幅計
画等禁止請求仮処分事件関係

道路拡幅計画等禁止請求仮処分事件にかかる訴訟
代理人に関する委任契約について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.17
(決)昭51. 4.17

開発防災課

5510 2
昭和50年（ヨ）202号道路拡幅計
画等禁止請求仮処分事件関係

昭和50年（ヨ）202号道路拡幅計画等禁止請求仮
処分事件にかかる訴訟代理人に関する委任契約に
ついて

昭和５０年度 (起)昭50.10. 1 道路建設課

5510 3
昭和50年（ヨ）202号道路拡幅計
画等禁止請求仮処分事件関係

昭和50年（ヨ）202号道路拡幅計画等禁止請求仮
処分事件の依頼について

昭和５０年度
(起)昭50. 9.29
(決)昭50.10. 8
(施)昭50.10. 8

道路建設課

5511 1
昭和50年（ヨ）202号道路拡幅計
画等禁止請求仮処分事件の訴訟判
決

昭和50年（ヨ）202号道路拡幅計画等禁止請求仮
処分事件の訴訟判決

昭和５３年度 (起)昭53. 5.29 開発防災課
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5512 1
広域営農団地農道事業　53広域道
駿東地区－２工事実施設計書

広域営農団地農道事業　53広域道駿東地区－２工
事実施設計書

昭和５３年度 開発防災課

5513 1
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

上申書（昭和50年10月28日） 昭和５０年度 開発防災課

5513 2
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

昭和50年（ヨ）第111号（昭和50年11月25日） 昭和５０年度 開発防災課

5513 3
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

昭和50年（ヨ）第111号（昭和50年12月16日） 昭和５０年度 開発防災課

5513 4
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

（疎乙第９号証）に引用した統計表及び係数につ
いての補足説明書（昭和50年12月２日）

昭和５０年度 開発防災課

5513 5
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

（疎乙第13号証）の補足説明書（昭和50年12月　
２日）

昭和５０年度 道路建設課

5513 6
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

証拠申出書（昭和50年12月16日） 昭和５０年度 開発防災課

5513 7
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

昭和50年（ヨ）第111号（昭和50年６月17日） 昭和５０年度 開発防災課

5513 8
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

昭和50年（ヨ）第111号（昭和50年９月10日） 昭和５０年度 開発防災課

5513 9
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

仮処分申請の理由補充書 昭和５０年度 開発防災課

5513 10
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

道路拡幅工事差止請求仮処分申請 昭和５０年度 開発防災課

5513 11
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その１

昭和50年（ヨ）第202号審尋期日呼出状 昭和５０年度 開発防災課

5514 1
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その２

道路付帯構造物の標準化について（改正通知） 昭和５７年度 開発防災課

5514 2
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その２

道路付帯構造物の標準化について（通知） 昭和５６年度 開発防災課

5514 3
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その２

コンクリートブロック積（石積）擁壁の構造基準
について（通知）

昭和５５年度 開発防災課

5514 4
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その２

コンクリートブロック積（石積）擁壁の構造基準
の運用について（通知）

昭和５５年度 開発防災課

5515 1
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その３

事業概要書（駿東地区）
沼津土地改良事
務所

5516 1
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その４

買収地状況・道路幅現況図等 開発防災課

5517 1
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その５

昭和45年度の通知（写）（新規採択希望県営事業
地区採択申請書の提出について）

昭和４５年度 (施)昭45.12. 1 団体営事業課

5517 2
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その５

昭和46年度広域営農団地農道整備事業新規採択地
区（写）

昭和４５年度 団体営事業課

5517 3
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その５

小山町農業振興地域整備計画概要書（写） 昭和４５年度 小山町役場
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5517 4
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その５

小山町農業振興地域整備計画書（写） 昭和４９年度 小山町役場

5517 5
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その５

広域農道駿東地区発足経緯（写） 開発防災課

5517 6
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その５

新聞紙掲載 昭和５０年度 (収)昭50. 6.18 開発防災課

5517 7
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その５

道路拡幅工事差止請求仮処分関係（写） 開発防災課

5517 8
道路拡幅計画等禁止請求仮処分事
件関係資料その５

陳情書（写） 昭和４４年度 開発防災課

5518 1
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

仮処分申請の理由補充書（昭和50年（ヨ）第110
号）

昭和５０年度 開発防災課

5518 2
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

道路拡幅工事差止請求仮処分申請 昭和５０年度 開発防災課

5518 3
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

申請の趣旨に対する答弁 昭和５０年度 開発防災課

5518 4
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

陳情書（御殿場大坂線改良工事促進について） 昭和５０年度 開発防災課

5518 5
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

陳情書（御殿場大坂線改良工事促進について）富
士岡地区

昭和５０年度 開発防災課

5518 6
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

上申書（昭和50年８月１日） 昭和５０年度 開発防災課

5518 7
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

昭和50年（ヨ）第110号　（昭和50年９月10日） 昭和５０年度 開発防災課

5518 8
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

御殿場大坂線現地調査状況写真及び撮影地点図 昭和５０年度 開発防災課

5518 9
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

疎乙第７号証・疎乙第８号証 昭和５０年度 開発防災課

5518 10
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

広域営農団地整備事業駿東地区　計画概要説明書 昭和５０年度 開発防災課

5518 11
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

住民基本台帳に基づく人口移動報告書 昭和５０年度 開発防災課

5518 12
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

御殿場市・裾野市・小山町の自動車登録台数調べ
について

昭和５０年度 開発防災課

5518 13
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

疎乙第14号証 昭和５０年度 開発防災課

5518 14
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

昭和50年（ヨ）第202号　審尋期日呼出状 昭和５０年度 開発防災課

5518 15
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

昭和50年（ヨ）第202号（昭和50年10月28日） 昭和５０年度 開発防災課

5518 16
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

上申書（昭和50年10月28日） 昭和５０年度 開発防災課
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5518 17
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

昭和50年（ヨ）第111号（昭和50年11月25日） 昭和５０年度 開発防災課

5518 18
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

昭和50年（ヨ）第111号（昭和50年12月16日） 昭和５０年度 開発防災課

5518 19
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

広域営農団地整備事業駿東地区　計画概要説明書
に引用した統計表について

昭和５０年度 開発防災課

5518 20
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

御殿場市・裾野市・小山町の自動車登録台数調べ
についての補足説明

昭和５０年度 開発防災課

5518 21
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

証拠申出書 昭和５０年度 開発防災課

5518 22
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

御殿場市道に係る仮処分審件申請書 昭和５０年度 開発防災課

5518 23
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

道路拡幅工事差止請求処分について打合せ 昭和５０年度 開発防災課

5518 24
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

道路工事関係 昭和５０年度 開発防災課

5518 25
広域農道駿東地区道路拡幅工事差
止請求仮処分関係

疎乙第９号証　補足説明書 昭和５０年度 開発防災課

5519 1
県営農地開発事業（造成面積及び
植栽面積調書）　磐田土地改良事
務所

県営農地開発事業  造成面積及び植栽面積調 昭和５４年度 開発防災課

5520 1 開拓農協経営指導 第29回通常総会議案 昭和５２年度
富士開拓農業組
合

5520 2 開拓農協経営指導 三方原開拓農協 昭和５２年度 (起)昭52.11.29 農業団体課

5520 3 開拓農協経営指導 第27回通常総会議案 昭和５２年度
南富士開拓農業
協同組合

5520 4 開拓農協経営指導 第30回上期　業務報告書 昭和５２年度
静岡県開拓清算
農業協同組合連
合会

5520 5 開拓農協経営指導 浜松開拓農協 昭和５２年度 (起)昭52.11.29 農業団体課

5521 1 蒲原町経営改善指導 昭和52年度仮決算状況（９月決算） 昭和５２年度 農業団体課

5522 1 経営改善特別指導事業 経営改善特別指導事業の資料集 昭和５２年度 農業団体課

5523 1 経営改善（芝川町） 経営改善（芝川町）の資料集 昭和５２年度 農業団体課

5524 1 経営改善（岡部町） 経営改善（岡部町）の資料集 昭和５２年度 農業団体課

5525 1 経営改善（戸田村） 経営改善（戸田村）の資料集 昭和５２年度 農業団体課
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5526 1 経営改善（南榛原） 債権整理計画書 昭和５２年度 農業団体課

5527 1 経営改善（田子水産農協） 経営改善（田子水産農協）の資料集 昭和５２年度 農業団体課

5528 1 経営改善（大型合併農協） 大型合併農協の運営状況調査の実施について 昭和５２年度 (施)昭52.12. 5 農業団体課

5529 1 経営改善（その他農協） スーパーの設置状況調 昭和５２年度 農業団体課

5530 1 共同利用施設災害
昭和52年発生災害の査定設計に使用する労務・資
材単価表

昭和５２年度
農林省大臣官房
総務課

5530 2 共同利用施設災害 昭和52年発生災害の査定設計に使用する歩掛表 昭和５２年度
農林省大臣官房
総務課

5531 1 農業協同組合等指導事業費補助金
昭和52年度農業協同組合等指導事業費補助金実績
報告書の提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.16
(決)昭53. 8.19
(施)昭53. 8.19

農業団体課

5531 2 農業協同組合等指導事業費補助金
昭和52年度農業協同組合等指導事業費補助金の概
算払請求書の提出について

昭和５２年度 (起)昭53. 2. 9 農業団体課

5531 3 農業協同組合等指導事業費補助金
昭和52年度農業協同組合等指導事業費補助金交付
申請書の提出について

昭和５２年度 (起)昭53. 1. 7 農業団体課

5532 1
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

農業団体課

5532 2
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程変更承認申請書の提出について（進達） 昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.26

農業団体課

5532 3
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

農業協同組合及び農業協同連合会の共済規程例等
の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

農業団体課

5532 4
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

農業協同組合及び農業協同組合連合会の行う共済
事業に係る責任準備金の積立及び省令及び農業協
同組合共済事業指導要網の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

農業団体課

5532 5
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程の変更の承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.14
(決)昭57. 4.15
(施)昭57. 4.15

農業団体課

5532 6
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程の変更承認申請について（進達） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.29

農業団体課

5532 7
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程の変更承認について 昭和５６年度
(起)昭56.10.19
(決)昭56.10.19
(施)昭56.10.20

農業団体課

5532 8
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程変更承認の申請について（進達） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.28
(決)昭56. 9.29
(施)昭56. 9.29

農業団体課

5532 9
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程の変更の承認について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.13
(決)昭56. 4.15
(施)昭56. 4.15

農業団体課

5532 10
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程の変更承認申請について（進達） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.24
(施)昭56. 3.24

農業団体課

5532 11
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

静岡県共済農業協同組合連合会の共済規程の変更
承認について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.24
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

農業団体課
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5532 12
昭和55～57年度共済規程の変更承
認申請（県共連）

共済規程の変更承認申請書について（進達） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.27
(決)昭55. 3.27
(施)昭55. 3.27

農業団体課

5533 1 貯金利率表の改正（県信連）
預貯金利率等の最高限度の引下げに伴う系統機関
相互間の貯金等の取扱いについて

昭和５６年度
(起)昭57. 2.10
(決)昭57. 2.15
(施)昭57. 2.15

農業団体課

5533 2 貯金利率表の改正（県信連）
貯金利率及び定期積金利回り表等の改正について
（進達）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.18
(決)昭57. 1.19
(施)昭57. 1.20

農業団体課

5533 3 貯金利率表の改正（県信連）
預貯金利率等の最高限度の引下げに伴う系統機関
相互間の貯金等の取扱いについて（進達）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.15
(決)昭56. 5.19
(施)昭56. 5.19

農業団体課

5533 4 貯金利率表の改正（県信連）
貯金利率及び定期積金利回りの改正について（進
達）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.16
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.20

農業団体課

5533 5 貯金利率表の改正（県信連）
預貯金利率等の最高限度の引上げに伴う系統機関
相互間の貯金等の取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55.12.15
(決)昭55.12.15
(施)昭55.12.15

農業団体課

5533 6 貯金利率表の改正（県信連）
貯金利率及び定期積金利回りの改正について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 1
(施)昭55.12. 2

農業団体課

5533 7 貯金利率表の改正（県信連）
預貯金金利等の最高限度の引上げに伴う系統機関
相互間の貯金等の取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 7

農業団体課

5533 8 貯金利率表の改正（県信連）
貯金利率及び定期積金利回り表の改正について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.16

農業団体課

5533 9 貯金利率表の改正（県信連）
預貯金利率等の最高限度の引上げに伴う系統機関
相互間の貯金等の取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 8
(決)昭55. 4. 8
(施)昭55. 4. 8

農業団体課

5533 10 貯金利率表の改正（県信連）
貯金利率及び定期積金利回り表の改正について
（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.10
(決)昭55. 3.12
(施)昭55. 3.12

農業団体課

5533 11 貯金利率表の改正（県信連）
預貯金利率等の最高限度の引上げに伴う系統機関
相互間の貯金等の取扱いについて

昭和５４年度
(起)昭54. 8.24
(決)昭54. 8.27
(施)昭54. 8.27

農業団体課

5533 12 貯金利率表の改正（県信連）
貯金利率及び定期積金利回り表の改正について
（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.14
(決)昭54. 8.14
(施)昭54. 8.15

農業団体課

5533 13 貯金利率表の改正（県信連）
預貯金利率等の最高限度の引上げに伴う系統機関
相互間の貯金等の取扱いについて

昭和５４年度
(起)昭54. 5.23
(決)昭54. 5.28
(施)昭54. 5.28

農業団体課

5533 14 貯金利率表の改正（県信連）
貯金利率及び定期積金利回り表の改正について
（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5. 9

農業団体課

5533 15 貯金利率表の改正（県信連）
系統機関に対する貯金利率及び定期積金利回り表
の改正について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5. 9

農業団体課

5534 1
昭和54年産農産物生産費調査報告
野菜生産費

昭和54年産農産物生産費調査報告野菜生産費 昭和５５年度 (収)昭56. 3.20
農林水産省統計
情報部

5535 1 昭和51年関東の野菜 関東の野菜 昭和５１年度 (収)昭51. 9.  
関東農政局生産
流通部

5536 1 昭和52年関東の野菜 関東の野菜 昭和５２年度 (収)昭52. 9.  
農林水産省統計
情報部

5537 1 昭和53年関東の野菜 関東の野菜 昭和５３年度 (収)昭53.11.  
農林水産省統計
情報部

5538 1 昭和54年関東の野菜 関東の野菜 昭和５４年度 (収)昭54.11.  
農林水産省統計
情報部
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5539 1 野菜生産関係資料 野菜生産関係資料 昭和５３年度 (収)昭54. 1.  
農林水産省食品
流通局野菜振興
課

5540 1 野菜生産状況表式調査結果 野菜生産状況表式調査結果 昭和５４年度 (収)昭54.10.  
農林水産省食品
流通局野菜振興
課

5541 1
施設園芸経営の動向と施設構造の
基準化に関する海外調査報告書

施設園芸経営の動向と施設構造の基準化に関する
海外調査報告書

昭和５２年度
農林水産技術会
議事務局

5542 1 種苗年報 種苗年報 昭和５５年度 (収)昭56. 2.  
農林水産省農蚕
園芸局

5543 1
石油節減型の施設園芸経営の誘導
に関する調査研究報告

石油節減型の施設園芸経営の誘導に関する調査研
究報告

昭和５４年度 (収)昭55. 3.  
日本施設園芸協
会

5544 1 省エネルギー研究大会資料 省エネルギー研究大会資料 昭和５４年度 (収)昭54. 9.27
静岡県野菜園芸
技術研究会

5545 1
全国野菜園芸技術研究会25周年記
念静岡大会資料綴

全野研25周年記念静岡大会資料 昭和５５年度 (収)昭55. 7.23
全国野菜園芸技
術研究会

5545 2
全国野菜園芸技術研究会25周年記
念静岡大会資料綴

全野研25周年記念静岡大会シンポジュウム資料
（80年代における私の野菜生産と経営の方向につ
いて）

昭和５５年度 (収)昭55. 7.22
全国野菜園芸技
術研究会

5546 1
中部家畜保健衛生所生化学棟工事
竣工図

昭和54年度中部家畜保健衛生所生化学研究棟電気
工事竣工図

昭和５４年度
丸十商事株式会
社

5546 2
中部家畜保健衛生所生化学棟工事
竣工図

昭和54年度中部家畜保健衛生所生化学研究棟衛生
工事竣工図

昭和５４年度
丸十商事株式会
社

5547 1 全国液卵公社関係綴 株券送付について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.  
（株）全国液卵
公社

5547 2 全国液卵公社関係綴
（支出負担行為伺）（株）全国液卵公社出資金の
支出について

昭和５３年度 (起)昭54. 2. 8 畜産課

5547 3 全国液卵公社関係綴 株式申込書の送付について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.21
(決)昭54. 2.21
(施)昭54. 2.21

畜産課

5547 4 全国液卵公社関係綴 支出負担行為実施計画書について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭53.10.21 畜産課

5547 5 全国液卵公社関係綴 臨時株主総会決議御通知 昭和５３年度 (収)昭53.10.23
（株）全国液卵
公社

5547 6 全国液卵公社関係綴 第７回株主総会決議御通知 昭和５３年度 (収)昭53. 6.22
（株）全国液卵
公社

5547 7 全国液卵公社関係綴 第６回株主総会決議御通知 昭和５２年度 (収)昭52. 6.15
（株）全国液卵
公社

5547 8 全国液卵公社関係綴 第６回定時株主総会招集ご通知 昭和５２年度 (収)昭52. 5.25
（株）全国液卵
公社

5547 9 全国液卵公社関係綴 追加出資の御依頼について 昭和５１年度 (収)昭52. 2.10
（株）全国液卵
公社

5547 10 全国液卵公社関係綴 第７回定時株主総会招集ご通知 昭和５３年度 (収)昭53. 6. 1
（株）全国液卵
公社
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5548 1 都市厨芥飼料化対策事業　No.１ 都市厨芥処理実験について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.24
(決)昭52. 2.24
(施)昭52. 2.24

畜産課

5548 2 都市厨芥飼料化対策事業　No.１ 都市厨芥処理実験の見学会の開催について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.31
(決)昭52. 2. 1
(施)昭52. 2. 1

畜産課

5548 3 都市厨芥飼料化対策事業　No.１
都市厨芥飼料化対策調査事業中間検討会の開催に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.12. 3
(施)昭51.12. 3

畜産課

5548 4 都市厨芥飼料化対策事業　No.１ 残飯の飼料化利用に関する試験実施 昭和５１年度 (起)昭51. 8. 3 総務課

5548 5 都市厨芥飼料化対策事業　No.１ 都市厨芥飼料化対策調査事業について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.21
(施)昭51. 4.21

畜産課

5548 6 都市厨芥飼料化対策事業　No.１ 都市厨芥飼料化対策調査事業について 昭和５０年度
(起)昭51. 2. 3
(決)昭51. 2. 3
(施)昭51. 2. 3

畜産課

5549 1 都市厨芥飼料化対策事業　No.２ 都市厨芥処理実験報告書 昭和５１年度 (収)昭51.12.10
三菱製鋼株式会
社

5550 1
都市厨芥飼料化対策委員会関係資
料

都市厨芥飼料化対策調査事業報告書 昭和５２年度 (収)昭53. 3.27
都市厨芥飼料化
対策委員会

5550 2
都市厨芥飼料化対策委員会関係資
料

都市厨芥飼料化対策委員会開催について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.14
(決)昭53. 3.17
(施)昭53. 3.20

畜産課

5550 3
都市厨芥飼料化対策委員会関係資
料

都市厨芥飼料化対策委員会開催について 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 6
(決)昭52. 8. 8
(施)昭52. 8. 8

畜産課

5550 4
都市厨芥飼料化対策委員会関係資
料

都市厨芥飼料化対策委員会開催について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.25
(決)昭52. 6.27

畜産課

5551 1 都市厨芥飼料化関係資料
乾燥厨芥飼料（商品名スクランミール）の販売契
約について（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54.12.27 畜産課

5551 2 都市厨芥飼料化関係資料 都市厨芥モデルプラント運営打合せ会 昭和５４年度 (起)昭54.10.18 畜産課

5552 1
区画漁業権漁場図綴（特区１～
40）

区画漁業権漁場図（特区１～40） 昭和５３年度 水産課

5553 1
区画漁業権漁場図綴（特区41～
87）

区画漁業権漁場図（特区41～87） 昭和５３年度 水産課

5554 1
区画漁業権漁場図綴（特区88～
98）

区画漁業権漁場図（特区88～95） 昭和５３年度 水産課

5555 1
定置漁業権漁場図（昭和53年９月
１日）

区画漁業権漁場図（特区１～22） 昭和５３年度 水産課

5556 1
自然エネルギーの地域的利用シス
テムに関する調査

自然エネルギーの地域的利用システムに関する調
査（地域風エネルギーの有効活用）

昭和５５年度 科学技術庁

5556 2
自然エネルギーの地域的利用シス
テムに関する調査

風エネルギーの利用に関する調査 昭和５３年度 科学技術庁

5557 1
飼料の安全性等（省令の一部改
正）

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の
一部を改正する省令等の施行について

昭和５３年度 (起)昭53. 9. 9 水産課

5557 2
飼料の安全性等（省令の一部改
正）

関東甲信越静岡地区飼料品質改善協議会の開催に
ついて

昭和５２年度 (収)昭52. 9.20
農林省東京肥飼
料検査所長
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5557 3
飼料の安全性等（省令の一部改
正）

復命書（資料の品質改善に関する法律の一部を改
正する法律の施行に伴う説明会出席）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.30 水産課

5558 1
昭和53年度積算基準及び標準歩掛
表（技術資料Ⅱ）

「積算基準及び標準歩掛表（技術資料Ⅱ）（通
達）」一部改正について（通達）

昭和５２年度 (収)昭53. 2.16 中部地方建設局

5559 1
昭和53年度積算基準及び標準歩掛
表（調査編）

「積算基準及び標準歩掛表（調査編）（通達）」
一部改正について（通達）

昭和５２年度 (収)昭53. 3.23 中部地方建設局

5560 1
昭和54年度積算基準及び標準歩掛
表（技術資料Ⅱ）

「積算基準及び標準歩掛表（技術資料Ⅱ）（通
達）」一部改正について（通達）

昭和５３年度 (収)昭54. 2.23 中部地方建設局

5561 1
昭和54年度積算基準及び標準歩掛
表（調査編）

「積算基準及び標準歩掛表（調査編）（通達）」
一部改正について（通達）

昭和５３年度 (収)昭54. 3.19 中部地方建設局

5562 1
昭和55年度積算基準及び標準歩掛
表（技術資料Ⅱ）

土木工事に係る積算関係資料（昭和55年度版）の
送付について

昭和５５年度
建設省中部地方
建設局

5563 1
昭和55年度積算基準及び標準歩掛
表（調査編）

「積算基準及び標準部掛表（調査編）（通達）」
の一部改正について（通達）

昭和５５年度
建設省中部地方
建設局

5564 1
昭和55年度積算基準及び標準歩掛
表（機械設備編）No.１

機械設備積算基準について（通達） 昭和５１年度
建設省中部地方
建設局

5564 2
昭和55年度積算基準及び標準歩掛
表（機械設備編）No.１

「機械設備積算基準について（通達）」の一部改
正について（通達）

昭和５５年度
建設省中部地方
建設局

5565 1
昭和55年度積算基準及び標準歩掛
表（機械設備編）No.２

揚排水ポンプ設備技術基準（案）の一部改正につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 6.26
建設大臣官房建
設機械課

5566 1
昭和55年度「中部地建」基準運用
資料

昭和55年度河川工事課積算資料 昭和５５年度
建設省中部地方
建設局河川部

5567 1 清水警察署捜査関係事項の照会 復命書（道水路原状回復関係の打合せ会） 昭和５６年度 (収)昭56. 5. 1 公共用地課

5567 2 清水警察署捜査関係事項の照会 捜査関係事項の照会に対する回答について 昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.16

公共用地課

5568 1
国有財産事務処理状況（昭和52年
度）

昭和52年度国有財産事務処理状況について 昭和５３年度 (起)昭53. 5. 8 公共用地課

5568 2
国有財産事務処理状況（昭和52年
度）

昭和52年度国有財産の事務処理状況について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(決)昭53. 3.22
(施)昭53. 3.22

公共用地課

5569 1
国有財産事務処理状況（昭和48年
度～昭和51年度）

国有財産事務処理状況一覧表（昭和48年度～昭和
51年度）

昭和５２年度 公共用地課

5570 1 土石流危険区域調査資料　No.１ 復命書（中部地方土石流技術検討会（第４回）） 昭和５４年度 (起)昭54. 5.23 砂防課

5570 2 土石流危険区域調査資料　No.１ 中部地方土石流技術検討会幹事会（第３回） 昭和５３年度 中部地方建設局

5570 3 土石流危険区域調査資料　No.１
復命書（中部地方土石流技術検討会（第２回）幹
事会）

昭和５３年度 (起)昭53.10.16 砂防課

5570 4 土石流危険区域調査資料　No.１
復命書（中部地方土石流技術検討会（第１回）幹
事会）

昭和５３年度 (起)昭53. 9.19 砂防課

5570 5 土石流危険区域調査資料　No.１
土石流危険渓流及び危険区域の調査について（依
頼）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 3
(決)昭53.10. 9
(施)昭53.10.11

砂防課
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5570 6 土石流危険区域調査資料　No.１
土石流危険渓流及び危険区域の調査について（依
頼）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 3
(決)昭53.10. 4
(施)昭53.10. 6

砂防課

5570 7 土石流危険区域調査資料　No.１
土石流危険渓流及び危険区域調査実施について
（依頼）

昭和５３年度 (収)昭53. 8. 7 建設省河川局長

5571 1 土石流危険区域調査資料　No.２
土石流技術検討会関係資料の作成について（依
頼）

昭和５５年度 (収)昭55.10.27
建設省中部地方
建設局河川部河
川計画課

5571 2 土石流危険区域調査資料　No.２
昭和55年度中部地方土石流技術検討会の運営につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 5
中部地方建設局
長

5571 3 土石流危険区域調査資料　No.２ 復命書（中部地方土石流技術検討会） 昭和５５年度 (起)昭55. 6.20 砂防課

5571 4 土石流危険区域調査資料　No.２ 土石流危険渓流及び危険区域調査実施要領 昭和５３年度 建設省河川局

5571 5 土石流危険区域調査資料　No.２
復命書（中部地方土石流技術検討会第６回幹事
会）

昭和５４年度 (起)昭55. 3.25 砂防課

5571 6 土石流危険区域調査資料　No.２
土石流危険渓流区域の表示等に関する意見及び実
態調査について（回答）

昭和５４年度
(起)昭54.12.11
(決)昭54.12.20
(施)昭54.12.25

砂防課

5571 7 土石流危険区域調査資料　No.２
土石流危険渓流及び危険区域調報告（中間）につ
いて

昭和５４年度 (収)昭54.10.25
中部地方建設局
河川部

5571 8 土石流危険区域調査資料　No.２ 「避難体制整備の現状と問題点」 昭和５４年度 建設省河川局

5572 1 土石流危険区域調査資料　No.３
土石流危険渓流及び危険区域調の調整作業結果に
ついて（報告）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4.12

砂防課

5572 2 土石流危険区域調査資料　No.３
昭和56年度総合土石流対策等技術検討会幹事会の
開催について

昭和５６年度 (収)昭57. 2.16
建設省河川局砂
防部砂防課長

5572 3 土石流危険区域調査資料　No.３
昭和56年度総合土石流対策等技術検討会の開催に
ついて

昭和５６年度 (収)昭57. 2.16 建設省河川局長

5572 4 土石流危険区域調査資料　No.３ 復命書（総合土石流対策等技術検討会幹事会） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.11 砂防課

5572 5 土石流危険区域調査資料　No.３
土石流危険渓流及び危険区域調の調整作業結果の
実施状況について（依頼）

昭和５６年度
建設省中部地方
建設局

5572 6 土石流危険区域調査資料　No.３ 土石流危険渓流に関する調査について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.26
(決)昭57. 3. 1
(施)昭57. 3. 1

砂防課

5572 7 土石流危険区域調査資料　No.３
中部地方土石流技術検討会・幹事会の開催につい
て

昭和５６年度 (収)昭56.11.27
建設省中部地方
建設局河川部河
川計画課

5572 8 土石流危険区域調査資料　No.３
中部地方土石流技術検討会・幹事会における持参
資料について

昭和５６年度 (収)昭56.11.30
建設省中部地方
建設局河川部河
川計画課

5572 9 土石流危険区域調査資料　No.３ 土石流危険渓流における対応について 昭和５６年度 (収)昭56.12.12
建設省河川局砂
防部砂防課長

5572 10 土石流危険区域調査資料　No.３
総合土石流対策等技術検討会の委員の委嘱につい
て

昭和５６年度 (収)昭57. 1. 5 建設省河川局長
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5572 11 土石流危険区域調査資料　No.３
総合土石流対策等技術検討会の幹事の委嘱につい
て

昭和５６年度 (収)昭57. 1. 5 建設省河川局長

5572 12 土石流危険区域調査資料　No.３ 復命書（中部地方土石流技術検討会） 昭和５６年度 (起)昭56.12. 7 砂防課

5572 13 土石流危険区域調査資料　No.３
土石流危険渓流表示に対する市町村の意見に関す
る調査結果について

昭和５５年度 砂防課

5572 14 土石流危険区域調査資料　No.３
土石流危険渓流表示に対する市町村の意見聴取に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 1.31
(決)昭56. 2. 4

砂防課

5572 15 土石流危険区域調査資料　No.３ 復命書（全国ブロック土石流幹事会） 昭和５５年度 (起)昭55.12.11 砂防課

5572 16 土石流危険区域調査資料　No.３
昭和55年度土石流技術検討会幹事会（第２回）に
ついて

昭和５５年度
建設省河川局砂
防部砂防課長

5572 17 土石流危険区域調査資料　No.３
復命書（中部地方土石流技術検討会幹事会（第７
回））

昭和５５年度 (起)昭55.12. 1 砂防課

5573 1 港湾台帳原簿熱海港
熱海港港湾台帳（沿革・地形・地質・風向・潮
位・航路・灯台など）

昭和５５年度 熱海土木事務所

5574 1 港湾台帳原簿伊東港
伊東港港湾台帳（沿革・地形・地質・風向・潮
位・航路・灯台など）

昭和５５年度 熱海土木事務所

5575 1
藤枝市五十海土地区画整理組合事
業計画変更承認申請書

藤枝市五十海土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更認可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 7
(決)昭51. 6.29
(施)昭51. 8. 9

計画課

5576 1
静岡市下川原北土地区画整理組合
事業計画変更認可申請書

静岡市下川原北土地区画整理組合の事業計画の変
更認可について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51.12. 7 計画課

5577 1
掛川市大多郎土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

掛川市大多郎土地区画整理組合の事業計画変更認
可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.12.24
(決)昭52. 1.12

計画課

5578 1
菊川町仲島土地区画整理組合設立
認可申請書

菊川町仲島土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 4.14 計画課

5578 2
菊川町仲島土地区画整理組合設立
認可申請書

菊川町仲島土地区画整理組合の設立認可について
（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 1.11
(決)昭52. 1.19

計画課

5579 1
湖西市河原南古見土地区画整理組
合事業計画認可申請書

湖西市河原南古見土地区画整理組合の理事の氏名
等の公告について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52.12. 8 計画課

5579 2
湖西市河原南古見土地区画整理組
合事業計画認可申請書

湖西市河原南古見土地区画整理組合の設立認可に
ついて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 2
(決)昭52. 9.27

計画課

5580 1
静岡市古庄土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

静岡市古庄土地区画整理事業の事業計画の変更認
可について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51.12.25 計画課

5581 1
浜松市袖柴ヶ森土地区画整理組合
事業計画変書

浜松市袖紫ヶ森土地区画整理組合の定款及び事業
計画の変更について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.30
(決)昭51. 9. 3
(施)昭51. 9. 3

計画課

5582 1
沼津市東熊堂土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

沼津市東熊堂土地区画整理事業の事業計画の変更
認可について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51.10.18 計画課

5583 1
三島市若松土地区画整理組合事業
計画認可申請書

三島市若松土地区画整理（共同施行）の施行の認
可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.13
(決)昭51. 6.19

計画課
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5584 1
三島市加茂土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

東駿河湾広域都市計画三島市加茂土地区画整理事
業の定款及び事業計画の変更認可について（伺
い）

昭和５０年度 (起)昭51. 1.24 計画課

5585 1
東伊豆町片瀬土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

東伊豆町片瀬土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更認可について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51.12.27 計画課

5586 1
浜松市権現谷土地区画整理組合設
立認可申請書

浜松市権現谷土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51.11.16 計画課

5586 2
浜松市権現谷土地区画整理組合設
立認可申請書

浜松市権現谷土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.17
(決)昭51. 8.31

計画課

5586 3
浜松市権現谷土地区画整理組合設
立認可申請書

浜松市権現谷土地区画整理事業の事前協議の了承
について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.16 計画課

5587 1
静岡市寺田鎌田土地区画整理組合
事業計画変更認可申請書

静岡市寺田鎌田土地区画整理組合の事業計画変更
認可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.12.10
(決)昭51.12.21
(施)昭51.12.21

計画課

5588 1
静岡市池田土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

静清広域都市計画事業池田土地区画整理組合の定
款及び事業計画の変更認可について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭51. 3.31 計画課

5589 1
静岡市南安倍土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

静岡市南安倍土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更認可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.12
(決)昭51. 4.15

計画課

5590 1
静岡市下川原東土地区画整理組合
事業計画変更認可申請書

静岡市下川原東土地区画整理組合の理事の氏名等
の公告について（伺い）

昭和５２年度
(決)昭52.10.29
(施)昭52.10.29

計画課

5590 2
静岡市下川原東土地区画整理組合
事業計画変更認可申請書

静岡市下川原東土地区画整理組合の事業計画の変
更認可について（伺い）

昭和５１年度 (決)昭51. 5. 4 計画課

5591 1
静岡市下川原土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

静岡市下川原土地区画整理組合の事業計画の変更
認可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.29
(決)昭51.11.18
(施)昭51.11.18

計画課

5592 1
静岡市上川原土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

静岡市上川原土地区画整理組合の事業計画の変更
認可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.19
(決)昭51.11. 8
(施)昭51.11. 8

計画課

5593 1
沼津市原西添土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

沼津市原西添土地区画整理事業の事業計画の変更
について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52.12.23 計画課

5594 1
三島市若松土地区画整理組合事業
計画変更認可申請書

三島市若松土地区画整理（共同施行）の規約及び
事業計画の変更について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 9
(決)昭52. 7.14
(施)昭52. 7.14

計画課

5595 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合事業計画変更書

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合の事業計画変
更について（伺い）

昭和５２年度 計画課

5596 1
焼津市田尻北土地区画整理組合設
立認可申請書

焼津市田尻北土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.30
(決)昭51. 7. 1

計画課

5596 2
焼津市田尻北土地区画整理組合設
立認可申請書

焼津市田尻北土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 8
(決)昭51. 5.29

計画課

5597 1
藤枝市瀬古土地区画整理組合事業
計画認可申請書

藤枝市瀬古土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 6. 2 計画課

5597 2
藤枝市瀬古土地区画整理組合事業
計画認可申請書

藤枝市瀬古土地区画整理組合の設立認可について
（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 5
(決)昭52. 3.25

計画課

5598 1
富士市浜田土地区画整理組合事業
認可申請

富士市浜田土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 8
(決)昭52. 9.12

計画課
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5598 2
富士市浜田土地区画整理組合事業
認可申請

富士市浜田土地区画整理組合の設立認可について
（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 6.25 計画課

5599 1
焼津市田尻北土地区画整理組合定
款及び事業計画変更認可

焼津市田尻北土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更認可について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 6. 9 計画課

5600 1
沼津市原西添土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

沼津市原西添土地区画整理組合の事業計画変更に
ついて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.10
(決)昭52. 5.20

計画課

5601 1
湖西市小名川土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

湖西市小名川土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.16
(決)昭51.10.21

計画課

5601 2
湖西市小名川土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

湖西市小名川土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.11
(決)昭51. 6.29
(施)昭51. 6.29

計画課

5601 3
湖西市小名川土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

土地区画整理法第20条第２項による意見書に係る
意見について（決定）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.11
(施)昭51. 8.19

計画課

5601 4
湖西市小名川土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

湖西市小名川土地区画整理組合設立認可申請に伴
う意見書処理について

昭和５１年度 (起)昭51. 7.21 計画課

5602 1
藤枝市堀之内土地区画整理組合事
業計画認可申請書

志太広域都市計画事業堀之内土地区画整理組合の
定款変更認可及びそれに伴う理事の氏名等の変更
の届出について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.18
(決)昭52. 2.26
(施)昭52. 2.26

計画課

5602 2
藤枝市堀之内土地区画整理組合事
業計画認可申請書

志太広域都市計画事業堀之内土地区画整理組合の
理事の氏名等の公告について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭51. 1. 5 計画課

5602 3
藤枝市堀之内土地区画整理組合事
業計画認可申請書

志太広域都市計画事業堀之内土地区画整理組合の
設立認可について（伺い）

昭和５０年度 (起)昭50. 9. 1 計画課

5603 1
静岡市古庄北土地区画整理組合事
業計画認可申請書

静岡市古庄北土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 8.16 計画課

5603 2
静岡市古庄北土地区画整理組合事
業計画認可申請書

静岡市古庄北土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 5.31 計画課

5604 1
三島市川原ヶ谷土地区画整理組合
事業計画変更認可申請書

三島市川原ヶ谷土地区画整理事業の事業計画の変
更認可について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 1.25
(決)昭52. 2.21
(施)昭52. 2.22

計画課

5605 1
富士宮市野中東土地区画整理組合
設立認可申請書

富士宮市野中東土地区画整理事業計画に対する意
見書について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.30
(施)昭51.10. 6

計画課

5605 2
富士宮市野中東土地区画整理組合
設立認可申請書

富士宮市野中東土地区画整理事業の設立認可申請
書の取り下げについて

昭和５１年度
(起)昭51. 9.24
(決)昭51. 9.30

計画課

5605 3
富士宮市野中東土地区画整理組合
設立認可申請書

土地区画整理法第20条第２項による意見書に係る
意見について

昭和５１年度 (起)昭51. 7.15 計画課

5605 4
富士宮市野中東土地区画整理組合
設立認可申請書

富士宮市野中東土地区画整理事業計画に関する意
見陳述について

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 3
(決)昭51. 6. 9

計画課

5605 5
富士宮市野中東土地区画整理組合
設立認可申請書

富士宮市野中東土地区画整理組合の設立認可につ
いて（伺い）

昭和５０年度 (起)昭51. 3.17 計画課

5606 1
富士宮市野中東土地区画整理組合
設立認可申請書

富士宮野中東土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭53. 1. 5 計画課

5606 2
富士宮市野中東土地区画整理組合
設立認可申請書

富士宮野中東土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 9.21 計画課
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5607 1
静岡市南安倍土地区画整理組合定
款及び事業計画変更認可申請書

静岡市南安倍土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更認可について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 6. 1 計画課

5608 1
静岡市池田土地区画整理組合定款
及び事業計画変更認可申請書

静清広域都市計画事業池田土地区画整理組合の定
款及び事業計画の変更認可について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.15
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.27

計画課

5609 1
島田市旭町土地区画整理組合設立
認可申請書

島田市旭町土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 8
(決)昭52. 9.12

計画課

5609 2
島田市旭町土地区画整理組合設立
認可申請書

島田市旭町土地区画整理組合の設立認可について
（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 6.15 計画課

5610 1
浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合
事業計画変更書

浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合の事業計画変更
の認可について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 4
(決)昭52. 9.22
(施)昭52. 9.24

計画課

5611 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合事業計画変更書

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合の理事の氏名
等の変更の届出について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 1.30
(決)昭53. 2. 1

計画課

5611 2
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合事業計画変更書

浜松市佐鳴湖東岸地区画整理組合の事業計画変更
認可について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 9.14 計画課

5612 1
浜松市上島土地区画整理組合事業
計画変更書

浜松市上島土地区画整理組合事業計画の変更認可
について

昭和５２年度 (起)昭52. 9.27 計画課

5613 1
高丘・葵地区・公共団体区画整理
補助事業実施計画書（当初）

高丘・葵地区・公共団体区画整理補助事業実施計
画書（当初）

昭和５５年度 都市計画課

5614 1
浜松駅周辺地区・公共団体区画整
理補助事業実施計画書（第２回変
更）

公共団体区画整理補助事業実施計画書（第２回変
更）の事前協議について

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 3 浜松市長

5615 1
番町西地区・公共団体区画整理補
助事業実施計画書（変更）

番町西地区公共団体区画整理補助事業実施計画改
訂の事前協議について

昭和５４年度 (収)昭54.10. 1 静岡市長

5616 1
富士駅周辺地区・公共団体区画整
理補助事業実施計画書（変更）

富士駅周辺地区・公共団体区画整理補助事業実施
計画書（変更）

昭和５３年度 富士市長

5617 1 決算報告書の承認申請書
東遠広域都市計画事業菊川町潮海寺土地区画整理
組合の決算報告について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.19
(施)昭57. 1.20

計画課

5617 2 決算報告書の承認申請書
西遠広域都市計画事業早出土地区画整理組合の決
算報告について

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭56.12.28
(施)昭56.12.28

計画課

5617 3 決算報告書の承認申請書
志太広域都市計画事業石津土地区画整理組合の決
算報告の承認について

昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.21
(施)昭56.12.21

計画課

5617 4 決算報告書の承認申請書
静清広域都市計画事業高松土地区画整理組合の決
算報告の承認について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 9
(決)昭56.12.14
(施)昭56.12.14

計画課

5617 5 決算報告書の承認申請書
静清広域都市計画事業池田土地区画整理組合の決
算報告の承認について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 4
(決)昭56. 9. 7
(施)昭56.10.27

計画課

5617 6 決算報告書の承認申請書
静岡市川合土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.10.12
(決)昭56.10.19
(施)昭56.10.19

計画課

5617 7 決算報告書の承認申請書
静岡市戸斗前土地区画整理組合の決算報告の承認
について

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 8. 6
(施)昭56. 8. 6

計画課

5617 8 決算報告書の承認申請書
大須賀町西大渕土地区画整理組合の決算報告につ
いて（承認）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.28
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 5

計画課
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5617 9 決算報告書の承認申請書
焼津市大、大村土地区画整理組合の決算報告の承
認について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.30
(施)昭56. 7.30

計画課

5617 10 決算報告書の承認申請書
藤枝市瀬古土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.14
(決)昭56. 7.27
(施)昭56. 7.27

計画課

5617 11 決算報告書の承認申請書
金谷町川向土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 6.10
(決)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.16

計画課

5617 12 決算報告書の承認申請書
富士宮市野中東土地区画整理組合の決算報告につ
いて（承認）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.18
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

計画課

5617 13 決算報告書の承認申請書
湖西市河原南古見土地区画整理組合の決算報告に
ついて（承認）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.13
(施)昭56. 5.15

計画課

5617 14 決算報告書の承認申請書
富士市浜田土地区画整理組合の決算報告について
（承認）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 5. 1

計画課

5617 15 決算報告書の承認申請書
湖西市小名川土地区画整理組合の決算報告につい
て（承認）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.28

計画課

5617 16 決算報告書の承認申請書
湖西市大畑土地区画整理組合の決算報告について
（承認）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.28

計画課

5617 17 決算報告書の承認申請書
静岡市南安倍土地区画整理組合の決算報告書の承
認について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.25

計画課

5617 18 決算報告書の承認申請書
森町第二土地区画整理組合の決算報告書の承認に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.12.17
(決)昭55.12.22
(施)昭55.12.22

計画課

5617 19 決算報告書の承認申請書
藤枝市第３大谷川土地区画整理組合の決算報告に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.24
(施)昭55.10.24

計画課

5617 20 決算報告書の承認申請書
沼津市北小林土地区画整理組合の決算報告につい
て（承認）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 7.29
(施)昭55. 7.30

計画課

5617 21 決算報告書の承認申請書
伊東市吉田土地区画整理組合の決算報告について
（承認）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.27
(決)昭55. 7. 2
(施)昭55. 7. 4

計画課

5617 22 決算報告書の承認申請書
伊東市郷戸土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５４年度 (起)昭55. 3.14 計画課

5617 23 決算報告書の承認申請書
伊東市本郷土地区画整理組合の決算報告書の承認
申請（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54. 8.13 計画課

5617 24 決算報告書の承認申請書
志太広域都市計画事業堀之内土地区画整理組合の
決算報告書の承認について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.15
(決)昭54. 8.18
(施)昭54. 8.20

計画課

5617 25 決算報告書の承認申請書
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合の決算報告書
の承認について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 4
(決)昭54. 6. 6
(施)昭54. 6. 6

計画課

5617 26 決算報告書の承認申請書
東駿河湾広域都市計画事業三島市加茂土地区画整
理組合の決算報告書の承認について（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54. 4.17 計画課

5617 27 決算報告書の承認申請書
浜松市弥生ケ丘土地区画整理組合の精算に係る決
算報告の承認について

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 6
(決)昭54. 3. 9
(施)昭54. 3. 9

計画課

5617 28 決算報告書の承認申請書
藤枝市鬼島土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.22
(決)昭54. 2.27
(施)昭54. 2.27

計画課

5617 29 決算報告書の承認申請書
伊東市物見が丘土地区画整理組合の決算報告書の
承認について

昭和５３年度 (起)昭54. 2. 1 計画課
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5617 30 決算報告書の承認申請書
静岡市下川原土地区画整理組合の決算報告書の承
認について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.11.29
(決)昭53.12. 4

計画課

5617 31 決算報告書の承認申請書
静岡市古庄土地区画整理組合の決算報告書の承認
について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.11.30
(決)昭53.12. 4

計画課

5618 1 木造住宅耐震性能実験等成績書
木造住宅の耐震性能実験及び耐震対策指導指針の
作成結果について（供覧）

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 4 建築課

5619 1 鉄骨造建築物の地震対策報告書 鉄骨造建築物の地震対策報告書 昭和５３年度
財団法人日本特
殊建築安全セン
ター

5620 1
鉄筋コンクリート造建築物地震対
策報告書

既存鉄筋コンクリート造建物の耐震診断 昭和５３年度
財団法人日本特
殊建築安全セン
ター

5621 1 建築物等の地震対策資料 建築設備の地震対策指針 昭和５５年度 静岡県

5621 2 建築物等の地震対策資料 鉄筋コンクリート造建築物の第３次耐震診断方法 昭和５４年度 静岡県

5621 3 建築物等の地震対策資料 鉄骨造建築物構造設計指針・同解説 昭和５５年度
静岡県都市住宅
部

5621 4 建築物等の地震対策資料 木造住宅の耐震診断基準及び改修設計指針 昭和５２年度
静岡県都市住宅
部

5621 5 建築物等の地震対策資料
大規模木造建築物の耐震診断基準及び改修設計指
針

静岡県都市住宅
部

5621 6 建築物等の地震対策資料 鉄筋コンクリート造建築物構造設計指針・同解説 昭和５３年度
静岡県都市住宅
部

5621 7 建築物等の地震対策資料 鉄筋コンクリート造建築物の耐震性と耐震診断 昭和５３年度
静岡県都市住宅
部

5621 8 建築物等の地震対策資料 大規模木造建築物の地震対策案 昭和５２年度
財団法人日本特
殊建築安全セン
ター

5621 9 建築物等の地震対策資料
既存鉄骨造建築物の耐震診断方法及び耐震改修設
計方法

昭和５４年度
静岡県都市住宅
部

5621 10 建築物等の地震対策資料 1974年伊豆半島沖地震とその被害 昭和４９年度
静岡県消防防災
課

5621 11 建築物等の地震対策資料 静岡県地震対策基礎調査報告書　西部地域 昭和４７年度
静岡県消防防災
課

5621 12 建築物等の地震対策資料 静岡県地震対策基礎調査報告書　静岡・清水地域 昭和４５年度
静岡県消防防災
課

5621 13 建築物等の地震対策資料
静岡県地震対策基礎調査報告書　地域別地盤震度
図

昭和４９年度 静岡県

5621 14 建築物等の地震対策資料
静岡県地震対策基礎調査報告書　地域別地盤震度
図

昭和４９年度 静岡県

5621 15 建築物等の地震対策資料 静岡県地震対策基礎調査報告書　東部地域 昭和４７年度
静岡県消防防災
課
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5621 16 建築物等の地震対策資料 静清地域およびその周辺地域の防災上の諸問題 昭和４０年度
静岡県消防防災
課

5621 17 建築物等の地震対策資料 静岡県地震対策基礎調査報告書　東部地域 昭和４７年度
静岡県消防防災
課

5621 18 建築物等の地震対策資料 1978年伊豆大島近海の地震　被害調査報告 昭和５２年度
建設省建築研究
所

5621 19 建築物等の地震対策資料 静岡県地震対策基礎調査報告書　静岡・清水地域 昭和４５年度
静岡県消防防災
課

5621 20 建築物等の地震対策資料 静岡県地震対策基礎調査報告書　西部地域 昭和４７年度
静岡県消防防災
課

5622 1
昭和55年度県営住宅火災事故報告
書

住宅罹災調書の提出について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.11 住宅企画課

5623 1
昭和54年度県営住宅火災事故報告
書

県営住宅火災復旧工事の施行について 昭和５４年度 (起)昭55. 1.24 住宅企画課

5623 2
昭和54年度県営住宅火災事故報告
書

住宅罹災調書の提出について（茶畑団地） 昭和５４年度
(起)昭54.12.26
(決)昭54.12.27

住宅企画課

5623 3
昭和54年度県営住宅火災事故報告
書

住宅罹災調書の提出について（原団地） 昭和５４年度
(起)昭54.11.20
(決)昭54.11.21

住宅企画課

5623 4
昭和54年度県営住宅火災事故報告
書

県営住宅火災復旧工事の施行について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.26 住宅企画課

5623 5
昭和54年度県営住宅火災事故報告
書

住宅罹災調書の提出について（千本団地） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.18
(決)昭54. 6.19
(施)昭54. 6.19

住宅企画課

5623 6
昭和54年度県営住宅火災事故報告
書

千本団地の火災事故について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.23
(決)昭54. 5.29

住宅企画課

5623 7
昭和54年度県営住宅火災事故報告
書

県営住宅火災復旧工事の施行について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.10 住宅企画課

5623 8
昭和54年度県営住宅火災事故報告
書

住宅罹災調書の提出について（茶畑団地） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.14
(決)昭54. 4.16
(施)昭54. 4.16

住宅企画課

5624 1 十都道府県議会議長会
10都道府県議会議長会議資料の県政記者への提供
について

昭和５４年度 (起)昭54. 4.21 総務課

5624 2 十都道府県議会議長会 10都道府県議会議長会の提出議題 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 3
(決)昭54. 4. 4
(施)昭54. 4. 4

総務課

5624 3 十都道府県議会議長会 10都道府県議会議長会の議題について（送付） 昭和５４年度 (起)昭54. 4.10 総務課

5624 4 十都道府県議会議長会 10都道府県議会議長会議議決事項の処理について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 7
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5. 9

総務課

5624 5 十都道府県議会議長会
10都道府県議会議長会の知事祝辞について（伺
い）

昭和５４年度 (起)昭54. 4. 9 総務課

5624 6 十都道府県議会議長会 10都道府県議会議長会の開催について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.11
(決)昭54. 3.12
(施)昭54. 3.12

総務課

5624 7 十都道府県議会議長会 10都道府県議会議長会の開催について（通知） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.11
(決)昭54. 3.12
(施)昭54. 3.12

総務課
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5624 8 十都道府県議会議長会 10都道府県議会議長会の日程変更について 昭和５４年度 (起)昭54. 4.16 総務課

5625 1 東海北陸七県議会議長会
東海北陸７県議会議長会の次第書について（伺
い）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.29 総務課

5625 2 東海北陸七県議会議長会 東海北陸７県議会議長会議次第書の作成について 昭和５３年度 (起)昭53. 8. 7 総務課

5625 3 東海北陸七県議会議長会
東海北陸７県議会議長会議の議決事項の処理につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 8.15
(決)昭53. 8.28
(施)昭53. 8.28

総務課

5625 4 東海北陸七県議会議長会 東海北陸７県議会議長会の知事祝辞について 昭和５３年度 (起)昭53. 8. 1 総務課

5625 5 東海北陸七県議会議長会 東海北陸７県議会議長会の議長祝辞について 昭和５３年度 (起)昭53. 8. 3 総務課

5625 6 東海北陸七県議会議長会 東海北陸７県議会議長会議資料の作成について 昭和５３年度 (起)昭53. 7.23 総務課

5625 7 東海北陸七県議会議長会
東海北陸７県議会議長会議決事項の処理について
（報告）

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 2 石川県

5625 8 東海北陸七県議会議長会 賞状の交付案 昭和５３年度 (起)昭53. 7.31 総務課

5625 9 東海北陸七県議会議長会
東海北陸７県議会議長会の開催時間の変更につい
て

昭和５３年度 (起)昭53. 7.24 総務課

5625 10 東海北陸七県議会議長会 東海北陸７県議会議長会の開催について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.30
(決)昭53. 7.11
(施)昭53. 7.11

総務課

5626 1 県債関係綴 歳入科目コードの設定について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.21 財政課

5626 2 県債関係綴 一般単独事業債の資金振替について 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 5 財政課

5626 3 県債関係綴 昭和54年度起債事業契約（執行）状況について 昭和５４年度
(起)昭55. 1. 7
(決)昭55. 1.10

財政課

5626 4 県債関係綴 起債事務の簡素合理化に関する意見要望について 昭和５４年度 (起)昭54.12.  財政課

5626 5 県債関係綴
昭和55年度当初予算における起債充当について
（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54.11.14 財政課

5627 1 昭和55年度定率表 半年賦償償還賦金定率表の送付について 昭和５５年度 東海郵政局

5628 1 県債関係綴 縁故地方債の消化状況調について 昭和５３年度 (起)昭53. 6.20 財政課

5628 2 県債関係綴
昭和52年度縁故地方債の借入状況について（回
答）

昭和５２年度 (起)昭53. 2.10 財政課

5628 3 県債関係綴
昭和52年度公営住宅建設建設用地に係る起債対象
事業等調について

昭和５２年度 (起)昭53. 2.20 財政課

5628 4 県債関係綴 警察施設整備費債の記載引受期日の選定について 昭和５２年度 (起)昭52.10. 3 財政課
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5628 5 県債関係綴 公共用地選考取得事業の用地買収状況調について 昭和５２年度 (起)昭53. 1.10 財政課

5628 6 県債関係綴 貸付金残高証明について 昭和５２年度
(起)昭52.10.14
(決)昭52.10.15
(施)昭52.10.15

財政課

5628 7 県債関係綴 転貸債資金の現在高証明について 昭和５２年度 (起)昭52.10.19 財政課

5628 8 県債関係綴 資金運用部貸付金現在額の突合について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.10
(施)昭52. 6.10

財政課

5628 9 県債関係綴 縁故地方債の消化状況調について 昭和５２年度 (起)昭52. 6. 7 財政課

5628 10 県債関係綴
昭和51年度縁故債及び交付公債の借入（発行）条
件等について

昭和５２年度 (起)昭52. 7. 8 財政課

5628 11 県債関係綴
昭和52年度資金運用部資金にかかる起債事業の実
施状況について

昭和５２年度 (起)昭53. 1.11 財政課

5628 12 県債関係綴 昭和52年度起債事業契約（執行）状況について 昭和５２年度 (起)昭53. 2. 6 財政課

5628 13 県債関係綴 昭和52年度発生小災害債等の見込額について 昭和５２年度
(起)昭52.10.24
(決)昭52.10.25
(施)昭52.10.25

財政課

5628 14 県債関係綴 昭和52年度発行予定の県債資金内訳について 昭和５２年度 (起)昭52.10. 1 財政課

5628 15 県債関係綴 借入金残高承認書の発行について（伺い） 昭和５２年度 (起)昭52. 4.23 財政課

5628 16 県債関係綴 貸付金残高証明書の発行について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 4.18
(決)昭52. 4.25
(施)昭52. 4.25

財政課

5628 17 県債関係綴
昭和52年度簡易生命保険積立金の地方公共団体貸
付に係る打合せ会の開催について

昭和５２年度 (起)昭52. 8.23 財政課

5628 18 県債関係綴 昭和52年度の地方債の消化について 昭和５２年度 (起)昭52. 5.27 財政課

5628 19 県債関係綴
昭和52年度における地方職員共済組合等の資金の
運用としての地方債及び公営企業金融公庫の発行
する債券の取得について

昭和５０年度 (収)昭51. 3.17 自治省行政局長

5628 20 県債関係綴 昭和52年度起債事業計画書の提出について 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 8 財政課

5628 21 県債関係綴 昭和51年度起債事業計画書の提出について 昭和５０年度 (起)昭51. 3. 6 財政課

5629 1 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５８年度 (起)昭58. 4. 6 財政課

5629 2 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 2 財政課

5629 3 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭58. 2. 2 財政課
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5629 4 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭58. 1. 5 財政課

5629 5 市場公募債関係 昭和57年度１月分市場公募債発行予定額について 昭和５７年度 (起)昭57.12.11 財政課

5629 6 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭57.12. 1 財政課

5629 7 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭57.11. 2 財政課

5629 8 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 2 財政課

5629 9 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 8 財政課

5629 10 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 2 財政課

5629 11 市場公募債関係
昭和57年度「市場公募債変更発行要望額一覧表」
及び「８月分市場公募債発行予定額」について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.22
(決)昭57. 7.23
(施)昭57. 7.23

財政課

5629 12 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 9 財政課

5629 13 市場公募債関係 市場公募債の現在高及び予定額について（報告） 昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.14
(施)昭57. 6.14

財政課

5629 14 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.17 財政課

5629 15 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 6 財政課

5629 16 市場公募債関係 市場公募債の消化状況等について（報告） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.15
(決)昭57. 3.15
(施)昭57. 3.15

財政課

5629 17 市場公募債関係 昭和57年度市場公募地方債の発行計画について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.17
(決)昭57. 2.18
(施)昭57. 2.18

財政課

5629 18 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５６年度 (起)昭57. 2.15 財政課

5629 19 市場公募債関係
昭和57年度市場公募地方債発行予定額等について
（報告）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.12
(施)昭57. 1.12

財政課

5629 20 市場公募債関係 市場公募債の消化状況等について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56.12.17 財政課

5629 21 市場公募債関係 昭和57年度市場公募債の発行要望について 昭和５６年度
(起)昭56.11.26
(決)昭56.11.26
(施)昭56.11.28

財政課

5629 22 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56.11. 5 財政課

5629 23 市場公募債関係
昭和57年度市場公募地方債発行予定額等について
（報告）

昭和５６年度
(起)昭56.10.14
(決)昭56.10.14
(施)昭56.10.14

財政課

5629 24 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 3 財政課
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5629 25 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56. 8. 5 財政課

5629 26 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 4 財政課

5629 27 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 9 財政課

5629 28 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 7 財政課

5629 29 市場公募債関係 市場公募債の現在高調について（報告） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.17
(決)昭56. 4.17
(施)昭56. 4.17

財政課

5629 30 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.13 財政課

5629 31 市場公募債関係 昭和57年度市場公募地方債の発行計画について 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 9 財政課

5629 32 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度 (起)昭56. 2. 9 財政課

5629 33 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度 (起)昭56. 1.13 財政課

5629 34 市場公募債関係 昭和56年度市場公募債の発行要望について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 4 財政課

5629 35 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.13

財政課

5629 36 市場公募債関係 昭和55年度市場公募債の発行計画について 昭和５５年度
(起)昭55.10.18
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.18

財政課

5629 37 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度 (起)昭55.10.11 財政課

5629 38 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度 (起)昭55. 9.11 財政課

5629 39 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度 (起)昭55. 8.13 財政課

5629 40 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.14
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.14

財政課

5629 41 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.13 財政課

5629 42 市場公募債関係
市場公募債の現在高及び発行予定額等について
（報告）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.12 財政課

5629 43 市場公募債関係 昭和54年度市場公募債の現在高報告について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 5
(決)昭55. 3.10
(施)昭55. 3.10

財政課

5629 44 市場公募債関係
昭和54年度市場公募債の現在高報告及び昭和55年
度市場公募債発行予定額報告について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.14
(決)昭55. 4.15
(施)昭55. 4.15

財政課

5629 45 市場公募債関係 昭和55年度市場公募債の発行計画について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.19 財政課
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5629 46 市場公募債関係 昭和54年度市場公募債の現在高報告について 昭和５４年度 (起)昭55. 1.11 財政課

5629 47 市場公募債関係 昭和55年度市場公募債の発行要望について 昭和５４年度
(起)昭54.12. 6
(決)昭54.12. 8

財政課

5629 48 市場公募債関係 市場公募地方債の消化状況等について 昭和５４年度
(起)昭54.12. 7
(決)昭54.12. 8

財政課

5629 49 市場公募債関係 昭和54年度市場公募債残高調について 昭和５４年度
(起)昭54.11. 9
(決)昭54.11.13

財政課

5629 50 市場公募債関係 市場公募債の消化状況及び発行予定額について 昭和５４年度
(起)昭54.10. 8
(決)昭54.10.12

財政課

5629 51 市場公募債関係 市場公募地方債の消化状況について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.13 財政課

5629 52 市場公募債関係 昭和54年度市場公募地方債の消化状況等について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.11
(決)昭54. 8.11
(施)昭54. 8.11

財政課

5629 53 市場公募債関係 市場公募債現在高調について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.29
(決)昭54. 8.29
(施)昭54. 8.31

財政課

5629 54 市場公募債関係 市場公募債現在高調について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.15 財政課

5629 55 市場公募債関係
昭和54年度静岡県市場公募債の発行予定額につい
て

昭和５４年度 (起)昭54. 6.13 財政課

5630 1 昭和53年度起債計画書（枠配分） 浜名湖周遊自転車道整備事業 昭和５３年度 財政課

5630 2 昭和53年度起債計画書（枠配分） 県民の森整備事業 昭和５３年度 財政課

5630 3 昭和53年度起債計画書（枠配分） 昭和の森整備事業 昭和５３年度 財政課

5630 4 昭和53年度起債計画書（枠配分） 県立朝霧野外活動センター建設工事 昭和５３年度 財政課

5630 5 昭和53年度起債計画書（枠配分） 草薙総合運動場整備工事 昭和５３年度 財政課

5630 6 昭和53年度起債計画書（枠配分） 広域市町村圏根幹的事業調 昭和５３年度 財政課

5630 7 昭和53年度起債計画書（枠配分） 警察施設整備事業 昭和５３年度 財政課

5630 8 昭和53年度起債計画書（枠配分） 県道公社出資金 昭和５３年度 財政課

5630 9 昭和53年度起債計画書（枠配分） 交通安全施設整備事業 昭和５３年度 財政課

5630 10 昭和53年度起債計画書（枠配分） 臨時高等学校整備事業 昭和５３年度 財政課

5630 11 昭和53年度起債計画書（枠配分） 県立浜松盲学校新増築事業 昭和５３年度 財政課
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5630 12 昭和53年度起債計画書（枠配分） 高等学校整備事業（プール） 昭和５３年度 財政課

5630 13 昭和53年度起債計画書（枠配分） 静岡女子大学図書館建設事業 昭和５３年度 財政課

5630 14 昭和53年度起債計画書（枠配分） 義務教育施設整備事業 昭和５３年度 財政課

5630 15 昭和53年度起債計画書（枠配分） 狩野川流域下水道事業起債申請書 昭和５３年度 財政課

5631 1 昭和53年度起債計画書 昭和53年度起債申請について 昭和５３年度 (起)昭53. 9.14 財政課

5631 2 昭和53年度起債計画書 昭和53年度起債申請について 昭和５３年度 (起)昭53. 5.29 財政課

5631 3 昭和53年度起債計画書
昭和53年度病院事業起債県査定額一覧表について
（増額申請）

昭和５３年度 (起)昭53.11.21 財政課

5631 4 昭和53年度起債計画書
昭和53年度一般単独（袋井土木事務所庁舎建設）
事業起債変更申請について

昭和５３年度 (起)昭53.11. 9 財政課

5631 5 昭和53年度起債計画書 昭和53年度起債計画書の提出について 昭和５２年度 (起)昭53. 3.29 財政課

5632 1 昭和54年度起債計画書（枠配分） 昭和54年度起債計画書（枠配分） 昭和５４年度 財政課

5633 1 昭和54年度起債計画書
自治体病院の建設改良事業（予定）について（回
答）

昭和５４年度 (起)昭54. 5.24 財政課

5633 2 昭和54年度起債計画書 昭和54年度起債申請について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.19 財政課

5633 3 昭和54年度起債計画書 昭和54年度起債事業計画書の提出について 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 3 財政課

5634 1 昭和51年度公募公債 公募債当初登録手数料の支出について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.29
(決)昭51. 7.29

会計課

5634 2 昭和51年度公募公債
昭和51年度第１回静岡県公募債の償還年次表につ
いて（供覧）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.14
(決)昭51. 9.20
(施)昭51. 9.20

会計課

5634 3 昭和51年度公募公債
昭和51年度第１回静岡県公募債証券原簿の作成に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 6
(決)昭51. 9. 8

会計課

5634 4 昭和51年度公募公債
昭和51年度第１回静岡県公募債証券の印刷につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 6
(決)昭51. 9. 8

会計課

5634 5 昭和51年度公募公債
昭和51年度第１回静岡県公募債券面金額別発行枚
数の決定およびせん札原簿の作成について

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 6
(決)昭51. 9. 7
(施)昭51. 9. 8

会計課

5634 6 昭和51年度公募公債 新聞広告料の支払いについて 昭和５１年度
(起)昭51. 7.23
(決)昭51. 7.29

会計課

5634 7 昭和51年度公募公債 公募債発行割引料の支払い（振替）について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.29
(決)昭51. 7.29

会計課

5634 8 昭和51年度公募公債 公募債引受手数料の支払いについて 昭和５１年度
(起)昭51. 7.29
(決)昭51. 7.29

会計課

948 ページ



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

5634 9 昭和51年度公募公債 公募債受託手数料の支払いについて 昭和５１年度
(起)昭51. 7.29
(決)昭51. 7.29

会計課

5634 10 昭和51年度公募公債
昭和51年度第１回静岡県公募債の申込証について
（供覧）

昭和５１年度 (起)昭51. 8.20 会計課

5634 11 昭和51年度公募公債
昭和51年度第１回静岡県公募債の広報用チラシの
印刷及び発行について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.17
(決)昭51. 7.22

会計課

5634 12 昭和51年度公募公債
昭和51年度第１回静岡県公募債の日刊紙による広
報について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.17
(決)昭51. 7.22

会計課

5634 13 昭和51年度公募公債
昭和51年度第１回静岡県公募債発行要領の県公報
登載について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.17
(決)昭51. 7.21

会計課

5634 14 昭和51年度公募公債 静岡県公募債の募集について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.17
(決)昭51. 7.22

会計課

5634 15 昭和51年度公募公債 昭和51年度第１回静岡県公募債の発行について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.14
(決)昭51. 7.17

会計課

5634 16 昭和51年度公募公債 昭和51年度市場公募債目別発行要望額について 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 2
(決)昭51. 7. 2

財政課

5634 17 昭和51年度公募公債
昭和51年度静岡県公募債引受シ団打合せ会の開催
について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(決)昭51. 7.13
(施)昭51. 7.14

会計課

5635 1 昭和52年度公募公債（１） 静岡県公募公債証券の交付について 昭和５２年度
(起)昭52. 9. 3
(決)昭52. 9. 4

会計課

5635 2 昭和52年度公募公債（１）
静岡県昭和52年度第１回公募公債証券の検収につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52.11.10
(決)昭52.11.10

会計課

5635 3 昭和52年度公募公債（１）
静岡県昭和52年度第１回公募公債の券面金額別発
行枚数およびせん札原簿の決定について

昭和５２年度
(起)昭52. 9.13
(決)昭52. 9.19
(施)昭52. 9.19

会計課

5635 4 昭和52年度公募公債（１）
静岡県昭和52年度第１回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 3
(決)昭52. 9. 5

会計課

5635 5 昭和52年度公募公債（１）
静岡県昭和52年度第１回公募公債証券原簿の作成
について

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 3
(決)昭52. 9. 5

会計課

5635 6 昭和52年度公募公債（１） 公募公債当初登録手数料の支払いについて 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 5
(決)昭52. 8.16

会計課

5635 7 昭和52年度公募公債（１） 公募公債受託手数料の支払いについて 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 5
(決)昭52. 8.16

会計課

5635 8 昭和52年度公募公債（１） 公募公債引受手数料の支払いについて 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 5
(決)昭52. 8.16

会計課

5635 9 昭和52年度公募公債（１） 公募公債発行割引料の支払い（振替）について 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 5
(決)昭52. 8.16

会計課

5635 10 昭和52年度公募公債（１）
静岡県昭和52年度第１回公募公債の申込証につい
て（供覧）

昭和５２年度 (起)昭52. 8.22 会計課

5635 11 昭和52年度公募公債（１）
静岡県昭和52年度第１回公募公債の償還年次表に
ついて（供覧）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.16
(決)昭52. 8.16

会計課

5635 12 昭和52年度公募公債（１） 静岡県公募公債の募集について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 1
(決)昭52. 8. 1

会計課

949 ページ



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

5635 13 昭和52年度公募公債（１）
静岡県昭和52年度第１回公募公債発行要領の県公
報登載について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.28
(決)昭52. 7.29

会計課

5635 14 昭和52年度公募公債（１）
静岡県昭和52年度第１回公募公債の日刊紙による
広報について

昭和５２年度 (起)昭52. 7.28 会計課

5635 15 昭和52年度公募公債（１） 静岡県昭和52年度第１回公募公債の発行について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.28
(決)昭52. 7.29

会計課

5635 16 昭和52年度公募公債（１）
昭和51年度静岡県公募債引受シ団打合せ会の開催
について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 5
(決)昭52. 7.27

会計課

5636 1 昭和52年度公募公債（２）
静岡県昭和52年度第２回公募公債証券原簿の作成
について

昭和５２年度
(起)昭52.12.14
(決)昭52.12.20

会計課

5636 2 昭和52年度公募公債（２）
静岡県昭和52年度第２回公募公債の券面金額別発
行枚数およびせん札原簿の決定について

昭和５２年度
(起)昭52.12.14
(決)昭52.12.20
(施)昭52.12.20

会計課

5636 3 昭和52年度公募公債（２）
静岡県昭和52年度第２回公募公債証券の印刷につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52.12. 6
(決)昭52.12.10

会計課

5636 4 昭和52年度公募公債（２）
静岡県昭和52年度第２回公募公債の申込証につい
て（供覧）

昭和５２年度 (起)昭52.11.27 会計課

5636 5 昭和52年度公募公債（２） 公募公債広告料の支払いについて 昭和５２年度
(起)昭52.11. 7
(決)昭52.11. 7
(施)昭52.11.26

会計課

5636 6 昭和52年度公募公債（２）
静岡県昭和52年度第２回公募公債の償還年次表に
ついて（供覧）

昭和５２年度
(起)昭52.11.15
(決)昭52.11.19
(施)昭52.11.19

会計課

5636 7 昭和52年度公募公債（２）
静岡県昭和52年度第２回公募公債の広報用チラシ
の印刷及び発送について

昭和５２年度
(起)昭52.10.27
(決)昭52.10.27

会計課

5636 8 昭和52年度公募公債（２）
静岡県昭和52年度第２回公募公債の日刊紙による
広報について

昭和５２年度
(起)昭52.11. 4
(決)昭52.11. 5

会計課

5636 9 昭和52年度公募公債（２）
静岡県昭和52年度第２回公募公債発行要領の県公
報登載について

昭和５２年度
(起)昭52.10.25
(決)昭52.10.25
(施)昭52.10.25

会計課

5636 10 昭和52年度公募公債（２） 静岡県昭和52年度第２回公募公債の広報について 昭和５２年度
(起)昭52.10.25
(決)昭52.10.25
(施)昭52.10.25

会計課

5636 11 昭和52年度公募公債（２）
昭和52年度市場公募地方債の追加発行要望につい
て

昭和５２年度 (起)昭52.10.12 財政課

5636 12 昭和52年度公募公債（２） 静岡県昭和52年度第２回公募公債の発行について 昭和５２年度
(起)昭52.10.24
(決)昭52.10.25
(施)昭52.10.25

会計課

5636 13 昭和52年度公募公債（２） 静岡県公募公債の発行について 昭和５２年度
(起)昭52.10.21
(決)昭52.10.24
(施)昭52.10.24

会計課

5636 14 昭和52年度公募公債（２） 静岡県公募公債の発行について 昭和５２年度
(起)昭52.10.21
(決)昭52.10.24
(施)昭52.10.24

会計課

5637 1 昭和51年度地方交付税資料
昭和51年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（照会）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.19
(施)昭51. 4.19

税務課

5637 2 昭和51年度地方交付税資料
昭和51年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（報告）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.14
(決)昭51. 5.14

税務課

5638 1 昭和52年度地方交付税資料
法人関係税の課税標準額等に関する調について
（報告）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.24
(決)昭52. 5.24
(施)昭52. 5.24

税務課
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5638 2 昭和52年度地方交付税資料
昭和52年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（照会）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.15
(決)昭52. 4.18
(施)昭52. 4.18

税務課

5638 3 昭和52年度地方交付税資料
昭和52年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（報告）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.13
(決)昭52. 5.13
(施)昭52. 5.14

税務課

5638 4 昭和52年度地方交付税資料
法人関係税の調定額等に関する調について（報
告）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.10
(施)昭52. 6.10

税務課

5638 5 昭和52年度地方交付税資料
法人関係税の調定額等に関する調について（照
会）

昭和５２年度
(起)昭52. 6. 2
(決)昭52. 6. 3
(施)昭52. 6. 3

税務課

5638 6 昭和52年度地方交付税資料
法人関係税の調定額等に関する調について（照
会）

昭和５２年度
(起)昭52. 6. 8
(決)昭52. 6. 8
(施)昭52. 6. 8

税務課

5638 7 昭和52年度地方交付税資料
法人関係税の調定額等に関する調について（報
告）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.20
(決)昭52. 6.20
(施)昭52. 6.20

税務課

5638 8 昭和52年度地方交付税資料
分離短期譲渡所得及び分離長期譲渡所得の収入見
込み額に関する調について（回答）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.20
(決)昭52. 6.20
(施)昭52. 6.20

税務課

5638 9 昭和52年度地方交付税資料
昭和52年度普通交付税の額の算定に用いる基礎数
値等について（回答）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 1
(決)昭52. 7. 1
(施)昭52. 7. 1

税務課

5639 1 昭和52年度境界変更
島田市と榛原郡吉田町との境界変更の現地確認に
ついて（供覧）

昭和５２年度 (起)昭52. 9.17 市町村課

5639 2 昭和52年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５２年度
(起)昭52.10.19
(施)昭52.10.20

市町村課

5639 3 昭和52年度境界変更
島田市と榛原郡吉田町との境界変更について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 2
(決)昭52. 8.25

市町村課

5639 4 昭和52年度境界変更
磐田郡浅羽町と磐田郡福田町との境界変更の現地
確認について（供覧）

昭和５２年度 (起)昭52. 6.17 市町村課

5639 5 昭和52年度境界変更
磐田郡浅羽町と磐田郡福田町との境界変更につい
て（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.12
(決)昭52. 8.25

市町村課

5639 6 昭和52年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５２年度 (起)昭52. 7.30 市町村課

5639 7 昭和52年度境界変更
袋井市と大須賀町との境界変更の現地確認につい
て（供覧）

昭和５２年度 (起)昭52. 6.17 市町村課

5639 8 昭和52年度境界変更
袋井市と小笠郡大須賀町との境界変更について
（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 9
(決)昭52. 5.19
(施)昭52. 8. 5

市町村課

5639 9 昭和52年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.17
(施)昭52. 3.19

市町村課

5639 10 昭和52年度境界変更
島田市と榛原郡吉田町との境界変更について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 1.28
(決)昭52. 2. 7
(施)昭52. 4.11

市町村課

5639 11 昭和52年度境界変更
島田市と吉田町との境界変更の現地調査について
（供覧）

昭和５１年度 (起)昭52. 2.16 市町村課

5640 1 昭和53年度境界変更
浜松市と浜名郡雑踏町との境界変更について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭53.12.26
(決)昭54. 1.20
(施)昭54. 4.10

市町村課

5640 2 昭和53年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.16
(決)昭54. 3.17
(施)昭54. 3.19

市町村課
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5640 3 昭和53年度境界変更
磐田市と磐田郡豊岡村との境界変更について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭53.12.26
(決)昭54. 1.20
(施)昭54. 4.10

市町村課

5640 4 昭和53年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.11. 7
(施)昭53.11. 7

市町村課

5640 5 昭和53年度境界変更 磐田市と袋井市との境界変更について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.11. 7
(施)昭53.11. 7

市町村課

5640 6 昭和53年度境界変更
磐田市と磐田郡竜洋町との境界変更について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.28
(決)昭53. 8.23
(施)昭53.10.30

市町村課

5640 7 昭和53年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５３年度
(起)昭53.10.25
(決)昭53.10.26
(施)昭53.10.26

市町村課

5640 8 昭和53年度境界変更 官報告示文の訂正について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53.10. 3
(決)昭53.10. 3
(施)昭53.10. 3

市町村課

5640 9 昭和53年度境界変更 境界変更の現地調査について（復命） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.26
(決)昭53. 9.27

市町村課

5640 10 昭和53年度境界変更
周智郡森町と磐田郡豊岡村との境界変更について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.10
(決)昭53. 8.23
(施)昭53.10.30

市町村課

5640 11 昭和53年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.21
(決)昭53. 7.24
(施)昭53. 7.24

市町村課

5640 12 昭和53年度境界変更 境界変更の現地調査について（復命） 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 7
(決)昭53. 7. 7
(施)昭53. 7. 7

市町村課

5640 13 昭和53年度境界変更 磐田市と袋井市との境界変更について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5.22
(施)昭53. 8. 4

市町村課

5640 14 昭和53年度境界変更 焼津市と藤枝市との境界変更について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5.25
(施)昭53. 8. 4

市町村課

5640 15 昭和53年度境界変更
浜松市と引佐郡細江町との境界変更について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 8
(決)昭53. 5.25
(施)昭53. 8. 4

市町村課

5641 1
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

ヘドロ訴訟東京高裁判決 昭和５２年度 (収)昭52. 9. 5 東京高等裁判所

5641 2
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第４） 昭和５０年度 (収)昭50.10.29 控訴人代理人

5641 3
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

証拠の申出 昭和５０年度 (収)昭50.10.29 控訴人代理人

5641 4
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面 昭和５０年度 (収)昭50.10.29 被控訴人代理人

5641 5
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面 昭和５０年度 (収)昭50.12.24 被控訴人代理人

5641 6
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面 昭和５０年度 (収)昭50.10.29 被控訴人代理人

5641 7
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第５） 昭和５０年度 (収)昭50.12.15 控訴人代理人

5641 8
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

田子の浦ヘドロ住民訴訟事件の指定代理人の指定
の取消し及び選任について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.27
(決)昭52. 5. 4
(施)昭52. 5. 4

学事文書課
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5641 9
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の０

5641 10
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の１

5641 11
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の２

5641 12
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の３

5641 13
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の４

5641 14
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の５

5641 15
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の６

5641 16
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

田子の浦ヘドロ住民訴訟事件（控訴審）の答弁書
について

昭和４９年度 (起)昭49. 9.18 学事文書課

5641 17
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

田子の浦ヘドロ住民訴訟事件の指定代理人の選任
について

昭和４９年度
(起)昭49. 9.11
(決)昭49. 9.14
(施)昭49. 9.17

学事文書課

5641 18
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

控訴状

5641 19
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

証拠の申立（その３） 昭和４８年度 (収)昭49. 2. 4 原告代理人

5641 20
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第11） 昭和４８年度 (施)昭48.12.15 被告代理人

5641 21
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

最終準備書面 昭和４８年度 (収)昭48.11.17 原告代理人

5641 22
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第２） 昭和５０年度 (収)昭50.12.24 被控訴人代理人

5641 23
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面 昭和５０年度 (収)昭50.10.29 被控訴人代理人

5641 24
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面 昭和５０年度 (収)昭50.10.29 被控訴人代理人

5641 25
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

証拠の申出 昭和５０年度 (収)昭50.10.29 控訴人代理人

5641 26
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第４） 昭和５０年度 (収)昭50.10.29 控訴人代理人

5641 27
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第３） 昭和５０年度 (収)昭50. 7.16 控訴人代理人

5641 28
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第２） 昭和５０年度 控訴人代理人

5641 29
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

田子の浦ヘドロ住民訴訟事件の指定代理人の指定
の取消し及び選任について

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 3
(決)昭50. 4. 5
(施)昭50. 4. 5

学事文書課
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5641 30
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

答弁書 昭和４９年度 (収)昭49.10. 7 被控訴人代理人

5641 31
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面 昭和４９年度 (収)昭49.12. 9 被控訴人代理人

5641 32
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第１） 昭和４９年度 (収)昭49.12. 9 控訴人代理人

5641 33
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の７

5641 34
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の８

5641 35
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の９

5641 36
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の10

5641 37
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の11

5641 38
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第126号証の12

5641 39
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第127号証

5641 40
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

甲第128号証

5641 41
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

田子の浦ヘドロ住民訴訟事件の指定代理人の指定
の取消し及び選任について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 7
(決)昭51. 4. 7
(施)昭51. 4. 7

学事文書課

5641 42
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面 昭和５０年度 (収)昭50.12.24 被控訴人代理人

5641 43
ヘドロ訴訟東京高裁判決原本・調
書

準備書面（第５） 昭和５０年度 (収)昭50.12.15 控訴人代理人

5642 1
ヘドロ訴訟最高裁関係資料（和解
を含む）

上告状 昭和５２年度 (収)昭52. 9.19
大昭和製紙株式
会社他

5642 2
ヘドロ訴訟最高裁関係資料（和解
を含む）

最高裁判所判決 昭和５７年度 (収)昭57. 7.13 最高裁判所

5642 3
ヘドロ訴訟最高裁関係資料（和解
を含む）

覚書 昭和５８年度

5642 4
ヘドロ訴訟最高裁関係資料（和解
を含む）

各種資料

5642 5
ヘドロ訴訟最高裁関係資料（和解
を含む）

嘱託書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.25
東京高等裁判所
第11民事部

5642 6
ヘドロ訴訟最高裁関係資料（和解
を含む）

新聞記事 昭和５７年度 (収)昭57. 7.14

5642 7
ヘドロ訴訟最高裁関係資料（和解
を含む）

田子の浦ヘドロ住民訴訟事件の概要
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5642 8
ヘドロ訴訟最高裁関係資料（和解
を含む）

新聞記事（和解成立） 昭和５８年度 (収)昭58.11.18

5643 1 事故関係綴 事故届並びに事故調査報告書の提出について 昭和５３年度 (収)昭54. 1.24
静岡県プロパン
ガス協会

5643 2 事故関係綴 事故届並びに事故調査報告書の提出について 昭和５３年度 (収)昭53.12.28
静岡県プロパン
ガス協会

5643 3 事故関係綴 事故届並びに事故調査報告書の提出について 昭和５３年度 (収)昭53.12.15
静岡県プロパン
ガス協会

5643 4 事故関係綴 事故届並びに事故調査報告書の提出について 昭和５３年度 (収)昭53.11.10
静岡県プロパン
ガス協会

5643 5 事故関係綴 事故報告書並びに事故調査書の提出 昭和５３年度 (収)昭53.10.27
静岡県プロパン
ガス協会

5643 6 事故関係綴 事故届書及び事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 9.26
静岡県プロパン
ガス協会

5643 7 事故関係綴 事故届書及び事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 9. 6
静岡県プロパン
ガス協会

5643 8 事故関係綴 事故届書並びに事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 8.31
静岡県プロパン
ガス協会

5643 9 事故関係綴 事故届書並びに事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 8.28
静岡県プロパン
ガス協会

5643 10 事故関係綴 事故届並びに事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 7.15
静岡県プロパン
ガス協会

5643 11 事故関係綴 事故届書及び事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 7. 4
静岡県プロパン
ガス協会

5643 12 事故関係綴 事故届書及び事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 6.16
静岡県プロパン
ガス協会

5643 13 事故関係綴 事故届書及び事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 6. 1
静岡県プロパン
ガス協会

5643 14 事故関係綴 事故届書並びに事故調査報告書の提出 昭和５３年度 (収)昭53. 4.28
静岡県プロパン
ガス協会

5643 15 事故関係綴 事故届書及び事故調査報告書の提出 昭和５２年度 (収)昭53. 3.27
静岡県プロパン
ガス協会

5643 16 事故関係綴 事故届並びに事故調査報告書の提出 昭和５２年度 (収)昭53. 2.10
静岡県プロパン
ガス協会

5644 1
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

消費者設備の被害個所別内訳 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 2
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

容器置場内容器転倒状況 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 3
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

消費者設備被害具体的事例 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 4
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

業務用供給設備被害別内訳 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課
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5644 5
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

集団供給供給設備被害別内訳 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 6
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

消費設備被害状況一覧表（総括表） 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 7
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

転倒容器集計表 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 8
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

消費設備（個別供給）被害状況一覧表 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 9
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

被害設備の内訳（個別供給） 昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 10
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

液化石油ガス消費設備被害状況調査票（個別供
給）

昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5644 11
液化石油ガス消費設備被害関係綴
（伊豆大島地震）

液化石油ガス消費設備被害状況調査（業務用・終
電供給）

昭和５２年度 (起)昭53. 2.17 消防防災課

5645 1
伊東市石川ビルＬＰ爆発事故につ
いて

捜査関係事項照会の回答について 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 1
(決)昭52. 8. 8

消防防災課

5645 2
伊東市石川ビルＬＰ爆発事故につ
いて

事故届書及び事故調査報告書の提出 昭和５２年度 (収)昭52. 7. 6
静岡県プロパン
ガス協会

5645 3
伊東市石川ビルＬＰ爆発事故につ
いて

伊東石川ビル「ガス爆発事故概要」 昭和５２年度 伊東市消防本部

5646 1 刈谷通運保養所事故関係綴 捜査関係事項照会の回答について 昭和５２年度
(起)昭52.10.14
(決)昭52.10.15
(施)昭52.10.17

消防防災課

5646 2 刈谷通運保養所事故関係綴
刈谷運送朝霧保養所の中毒死亡事故についての経
過

昭和５２年度

5646 3 刈谷通運保養所事故関係綴 刈谷運送富士見山荘事故調査報告書 昭和５２年度

5647 1 国際油化事故関係綴 事故届書提出 昭和５２年度 (収)昭52. 5.30
静岡県プロパン
ガス協会

5647 2 国際油化事故関係綴 復命書 昭和５２年度 (起)昭52. 5.22 消防防災課

5648 1 東海ガス魚練製品工場事故関係綴 ＬＰガスの事故対策についてのご報告 昭和５２年度 (収)昭52.10.21
東海瓦斯株式会
社

5648 2 東海ガス魚練製品工場事故関係綴 事故届書 昭和５２年度 (収)昭52.10.18
東海瓦斯株式会
社

5649 1 伊藤忠燃料（株）事故関係綴 ＬＰガス事故防止について 昭和５２年度
(起)昭52.10.29
(決)昭52.10.31
(施)昭52.10.31

消防防災課

5649 2 伊藤忠燃料（株）事故関係綴 事故届書 昭和５２年度 (収)昭52. 9. 6
伊藤忠燃料株式
会社富士ガス営
業所長

5650 1 昭和51年度年災一括綴 昭和51年10月９日の大雨関係 昭和５１年度 消防防災課
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5650 2 昭和51年度年災一括綴
昭和51年９月８日から14日にかけての台風17号と
前線による大雨関係

昭和５１年度 消防防災課

5650 3 昭和51年度年災一括綴 台風17号の見舞電報について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.13
(決)昭51. 9.13

消防防災課

5650 4 昭和51年度年災一括綴
昭和51年８月９日の県東部を中心とする大雨及び
８月13日の河津町を中心とする地震関係

昭和５１年度 消防防災課

5650 5 昭和51年度年災一括綴
昭和51年８月９日の静岡県東部を中心とする大雨
関係

昭和５１年度 消防防災課

5651 1
事業者団体の活動に関する独占禁
止法上の指針

事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針 昭和５４年度 (収)昭54. 8.  
公正取引委員会
事務局

5652 1
各都道府県高圧・ガス担当課長会
議

各通商産業局（沖縄総合事務局）及び各都道府県
の高圧ガス及び火薬類保安担当課長会議の開催に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58.10.26
通商産業省立地
公害局長

5652 2
各都道府県高圧・ガス担当課長会
議

改正液化石油ガス法施行に関する通商産業局及び
都道府県担当官会議、東京通商産業局ブロック会
議結果について（復命）

昭和５３年度 (起)昭53.10.19 消防防災課

5653 1 市町村消防施設整備計画実態調査 消防施設整備計画に関する実態調査について 昭和５３年度 (起)昭53. 6. 1 消防防災課

5654 1 保安検査について（通知） 昭和57年度の保安検査について（通知） 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 3
(決)昭57. 6. 9
(施)昭57. 6. 9

消防防災課

5654 2 保安検査について（通知） 昭和57年度の保安検査について（通知） 昭和５６年度
(起)昭56.11.18
(決)昭56.11.27
(施)昭56.12. 2

消防防災課

5654 3 保安検査について（通知） 昭和56年度保安検査について（通知） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.23
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 5.11

消防防災課

5654 4 保安検査について（通知）
液化石油ガス基地における保安対策について（伺
い）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(施)昭56. 7.27

消防防災課

5654 5 保安検査について（通知） 資料の送付について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.11
(決)昭56. 5.11
(施)昭56. 5.11

消防防災課

5654 6 保安検査について（通知） 液化石油ガス保安講習会の開催について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.20 消防防災課

5655 1 高圧・ガス取締法関係（統計表） 高圧ガス取締法関係報告書 消防防災課

5655 2 高圧・ガス取締法関係（統計表） 液化石油ガス法関係報告書 消防防災課

5655 3 高圧・ガス取締法関係（統計表）
高圧ガス取締年報（昭和55年度）作成のための資
料の提出依頼について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.17
通商産業省立地
公害局長

5656 1 海外移住家族会 県職員の兼務の解嘱及び委嘱について（伺） 昭和５１年度 (起)昭51. 4. 1 後継者育成課

5656 2 海外移住家族会
昭和51年度静岡県海外移住家族会通常総会会議顛
末報告について（伺）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.20 後継者育成課

5656 3 海外移住家族会 昭和51年度家族会通常総会要望書について（伺） 昭和５１年度
(起)昭51. 7.24
(決)昭51. 7.24
(施)昭51. 7.24

後継者育成課
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5656 4 海外移住家族会 昭和51年度通常総会の開催について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.28
(決)昭51. 6.28
(施)昭51. 6.30

後継者育成課

5656 5 海外移住家族会
昭和50年度家族会事業報告及び歳入歳出決算書に
ついて（伺）

昭和５１年度 (起)昭51. 6. 7 後継者育成課

5656 6 海外移住家族会
昭和51年度静岡県海外移住家族会第１回理事会議
事録について（伺）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.20
(決)昭51. 7.20
(施)昭51. 7.20

後継者育成課

5656 7 海外移住家族会
昭和51年度静岡県海外移住家族会第１回理事会議
事進行草案について（伺）

昭和５１年度 (起)昭51. 6.12 後継者育成課

5656 8 海外移住家族会
昭和51年度静岡県海外移住家族会第１回理事会議
案について（伺）

昭和５１年度 (起)昭51. 6.12 後継者育成課

5656 9 海外移住家族会
昭和51年度家族会監査会・理事会開催について
（伺）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 7
(決)昭51. 6. 9
(施)昭51. 6. 9

後継者育成課

5656 10 海外移住家族会 当会会員（個人名）御死去に当たり御悔状発送伺 昭和５１年度
(起)昭51. 8. 7
(決)昭51. 8. 7
(施)昭51. 8. 7

後継者育成課

5656 11 海外移住家族会
故（個人名）氏の急逝について関係団体等に対す
る御礼状（伺）

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 4
(決)昭52. 1. 6
(施)昭52. 1. 6

後継者育成課

5656 12 海外移住家族会 経費支出伺 昭和５１年度 (起)昭51.12.24 後継者育成課

5656 13 海外移住家族会
第17次南米慰問団本県派遣者故（個人名）氏告別
式における会長弔辞について（伺）

昭和５１年度
(起)昭51.12.22
(決)昭51.12.28
(施)昭51.12.29

後継者育成課

5656 14 海外移住家族会
故（個人名）氏遺骨引取りに遺族渡伯につき挨拶
旁々依頼の件

昭和５１年度
(起)昭51.12.20
(決)昭51.12.20
(施)昭51.12.20

後継者育成課

5656 15 海外移住家族会
第17次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者渡伯
中死去につき報告

昭和５１年度
(起)昭51.12.17
(決)昭51.12.17
(施)昭51.12.17

後継者育成課

5656 16 海外移住家族会
第17次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者渡伯
について（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51.11.20
(決)昭51.11.24
(施)昭51.11.24

後継者育成課

5656 17 海外移住家族会
第17次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者壮行
会進行草案について（伺）

昭和５１年度
(起)昭51.11.20
(決)昭51.11.20
(施)昭51.11.20

後継者育成課

5656 18 海外移住家族会
第17次（昭和51年度）海外移住家族会南米慰問団
派遣について

昭和５１年度
(起)昭51.10.16
(決)昭51.10.18
(施)昭51.10.18

後継者育成課

5656 19 海外移住家族会
第17次（昭和51年度）海外移住家族会南米慰問団
派遣者の渡航関係書類等の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.22
(決)昭51. 9.27
(施)昭51. 9.27

後継者育成課

5656 20 海外移住家族会
第17次（昭和51年度）海外移住家族会南米慰問団
派遣者の渡航手続書類の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.14
(決)昭51. 8.17
(施)昭51. 8.17

後継者育成課

5656 21 海外移住家族会
第17次（昭和51年度）海外移住家族会南米慰問団
の派遣について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.31
(決)昭51. 8. 4
(施)昭51. 8. 4

後継者育成課

5656 22 海外移住家族会 移住者父兄現地派遣者推薦について 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 7
(決)昭51. 7. 7
(施)昭51. 7. 7

後継者育成課

5656 23 海外移住家族会
第17次（昭和51年度）海外移住家族会南米慰問団
経費自己負担派遣者推薦について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 7
(決)昭51. 7. 8
(施)昭51. 7. 8

後継者育成課

5656 24 海外移住家族会
第17次（昭和51年度）海外移住家族会南米慰問団
経費自己負担派遣希望申込について（伺）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 8
(決)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6.10

後継者育成課
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5656 25 海外移住家族会 復命書（関東甲信越静ブロック会議出席） 昭和５１年度 (起)昭51.10.11 後継者育成課

5656 26 海外移住家族会
関東ブロック会議において当会昭和50年度活動状
況報告資料について（伺）

昭和５１年度 (起)昭51.10. 4 後継者育成課

5656 27 海外移住家族会 関東甲信越静ブロック会議について 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 6
(決)昭51. 9. 7
(施)昭51. 9. 7

後継者育成課

5656 28 海外移住家族会 都道府県家族会調書について（回報） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.20
(決)昭52. 1.20
(施)昭52. 1.20

後継者育成課

5656 29 海外移住家族会
社団法人日本海外移住家族会連合会会長（個人
名）氏が通商産業大臣に御就任されたので祝電打
電伺

昭和５１年度
(起)昭51.12.25
(施)昭51.12.25

後継者育成課

5656 30 海外移住家族会 第30次海外移住者消息調査依頼について 昭和５１年度 (収)昭51.12.20
日本海外移住家
族会連合会長

5656 31 海外移住家族会 海外移住家族地区別懇談会講師依頼について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 4
(決)昭52. 2. 4
(施)昭52. 2. 4

後継者育成課

5656 32 海外移住家族会 当会機関紙「富士」創刊に当り祝辞依頼について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.16 後継者育成課

5656 33 海外移住家族会
海外移住家族会会報「富士」に対する祝辞につい
て

昭和５０年度 (起)昭51. 3.17 後継者育成課

5656 34 海外移住家族会
昭和51年度海外移住家族地区別懇談会の模様につ
いてお知らせ（伺）

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 8
(決)昭52. 3.10
(施)昭52. 3.10

後継者育成課

5656 35 海外移住家族会 復命書（海外移住家族地区別懇談会出席） 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 7 後継者育成課

5656 36 海外移住家族会
昭和51年度海外移住家族地区別懇談会配布資料に
ついて（伺）

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 4
(決)昭52. 2. 4
(施)昭52. 2. 4

後継者育成課

5656 37 海外移住家族会
昭和51年度海外移住家族会地区別懇談会の開催に
ついて（伺）

昭和５１年度
(起)昭52. 1.26
(決)昭52. 1.28
(施)昭52. 1.28

後継者育成課

5656 38 海外移住家族会
静岡県海外移住家族会昭和51年度第２回理事会会
議資料について（伺）

昭和５１年度 (起)昭51.11.22 後継者育成課

5656 39 海外移住家族会
第17次海外移住家族会南米慰問団本県派遣者壮行
会及び理事会開催について（伺）

昭和５１年度
(起)昭51.11.15
(決)昭51.11.15
(施)昭51.11.15

後継者育成課

5656 40 海外移住家族会 機関紙「富士」第２号刊行について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.28 後継者育成課

5656 41 海外移住家族会
在外県人会（ブラジル及びアルゼンティン）の連
絡強化のため交付金交付について（伺）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.10
(決)昭52. 3.11
(施)昭52. 3.11

後継者育成課

5657 1 県費留学生 昭和51年度県費留学生受入れについて（伺い） 昭和５０年度 (起)昭50.11.28 後継者養成課

5657 2 県費留学生 （個人名）氏の留学専攻科目につき返電供覧 昭和５０年度 (起)昭50.12. 1 後継者養成課

5657 3 県費留学生 （個人名）氏への電文案 昭和５０年度
(起)昭50.11.29
(決)昭50.11.29
(施)昭50.11.29

後継者養成課
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5657 4 県費留学生 （個人名）氏への電文案 昭和５０年度 (起)昭50.11.28 後継者養成課

5657 5 県費留学生 昭和51年度本県県費留学生の推薦について 昭和５０年度
(起)昭50.11.18
(決)昭50.11.20
(施)昭50.11.20

後継者養成課

5657 6 県費留学生 県費留学生引受決定電報について 昭和５０年度
(起)昭50.12. 8
(決)昭50.12. 9
(施)昭50.12. 9

後継者養成課

5657 7 県費留学生 昭和51年度県費留学生入学関係手続書類について 昭和５０年度
(起)昭50.12. 1
(決)昭50.12. 1
(施)昭50.12. 1

後継者養成課

5657 8 県費留学生
復命書（県費留学生の出入国管理令関係につい
て）

昭和５０年度 (起)昭50.12.16 後継者養成課

5657 9 県費留学生 国籍に対する回答 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 8
(決)昭51. 1.10
(施)昭51. 1.10

後継者養成課

5657 10 県費留学生
静岡県県費留学生の「在籍資格認定証明書」送付
について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.16
(決)昭51. 1.17
(施)昭51. 1.17

後継者養成課

5657 11 県費留学生 夏季中央研修会等参加申込について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.23
(決)昭51. 6.24
(施)昭51. 6.24

後継者養成課

5657 12 県費留学生
県費日系ブラジル人留学生研修懇談会等の事業に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 6.13
(決)昭51. 6.15
(施)昭51. 6.15

後継者養成課

5657 13 県費留学生
日系留学生に関する調査並びに中央研修事業につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 8
(決)昭51. 6.11
(施)昭51. 6.11

後継者養成課

5657 14 県費留学生 昭和52年度県費留学生受入について（回答） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.15
(決)昭51. 6.16
(施)昭51. 6.16

後継者養成課

5657 15 県費留学生
昭和51年度県費留学生（個人名）のビザの期間更
新について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.28
(決)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.28

後継者養成課

5657 16 県費留学生
昭和51年度県費留学生在留期間更新のための身元
保証について

昭和５１年度 (起)昭52. 3.28 後継者養成課

5657 17 県費留学生 昭和51年度県費留学生推薦方について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 4
(決)昭50. 9.10
(施)昭50. 9.10

後継者養成課

5657 18 県費留学生
昭和51年度県費留学生（個人名）入学手続につい
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

後継者養成課

5658 1 スクラップブック 静岡県人の海外移住者を訪ねて（新聞報道） 昭和５２年度 後継者養成課

5659 1
女子大「婦人教育研究センター」
計画

婦人教育研究センター創設の趣旨 昭和５４年度 学事文書課

5660 1 県立大資料 学生の平均家賃調（昭和52年２月23日調） 昭和５１年度 学事文書課

5660 2 県立大資料
静岡女子短期大学歴代学長一覧（昭和50年８月14
日調）

昭和５０年度 学事文書課

5660 3 県立大資料 静岡女子短期大学入学定員一覧表（資料） 学事文書課

5660 4 県立大資料 入試日の変更（新聞切抜） 学事文書課
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5660 5 県立大資料 授業料等の問題（昭和47年度） 昭和４７年度 学事文書課

5661 1 交通問題懇談会（設置経過等） 静岡県交通問題懇談会（資料集） 昭和５２年度 労政課

5662 1 交通問題懇談会（まとめ）
静岡県交通問題懇談会（資料集）（昭和56年３月
18日開催）

昭和５５年度 労政課

5662 2 交通問題懇談会（まとめ）
静岡県交通問題懇談会（資料集）（昭和54年２月
20日開催）

昭和５３年度 労政課

5662 3 交通問題懇談会（まとめ）
静岡県交通問題懇談会（資料集）（昭和53年２月
16日開催）

昭和５２年度 労政課

5663 1 佐久間線関係綴
昭和53年度鉄道建設促進事業補助金の確定につい
て（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.17
(施)昭54. 4.17

水対策調整課

5663 2 佐久間線関係綴
鉄道建設促進事業補助金の交付決定及び概算払承
認書について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.16
(決)昭53. 8.30
(施)昭53. 9. 1

水対策調整課

5663 3 佐久間線関係綴 国鉄佐久間線建設促進の陳情について 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 7
(決)昭54. 2. 8
(施)昭54. 2. 8

水対策調整課

5663 4 佐久間線関係綴 第５回鉄建協会員研修会の開催について 昭和５３年度
(起)昭54. 1. 8
(決)昭54. 1. 9
(施)昭54. 1. 9

水対策調整課

5663 5 佐久間線関係綴 運政審国鉄地方交通線問題小委員会報告について 昭和５３年度 (起)昭54. 2.13 水対策調整課

5663 6 佐久間線関係綴 国鉄佐久間線建設促進の陳情について 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 1
(決)昭54. 2. 1
(施)昭54. 2. 1

水対策調整課

5663 7 佐久間線関係綴 国鉄佐久間線建設促進の陳情について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.16
(決)昭54. 1.17
(施)昭54. 1.17

水対策調整課

5663 8 佐久間線関係綴 昭和54年度ＡＢ線予算について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.17
(決)昭54. 1.17
(施)昭54. 1.17

水対策調整課

5663 9 佐久間線関係綴
陸上公共輸送整備特別会計の創設推進に関する意
見書について（供覧）

昭和５３年度
(起)昭53.12.28
(決)昭53.12.28
(施)昭53.12.28

水対策調整課

5663 10 佐久間線関係綴
「陸上公共輸送整備特別会計」の創設に伴う陳情
電報の打電について（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53.12.20 水対策調整課

5663 11 佐久間線関係綴
陸上公共輸送整備特別会計の創設推進に関する要
望書提出について

昭和５３年度 (起)昭53.11.27 水対策調整課

5663 12 佐久間線関係綴 陸上公共輸送整備特別会計の創設について 昭和５３年度
(起)昭53.11.14
(決)昭53.11.17
(施)昭53.11.17

水対策調整課

5663 13 佐久間線関係綴
昭和54年度国鉄佐久間線建設期成同盟会の分担金
について

昭和５３年度
(起)昭53.10.12
(決)昭53.10.14
(施)昭53.10.14

水対策調整課

5663 14 佐久間線関係綴 陳情電報の打電について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.29
(決)昭53. 9.29
(施)昭53. 9.30

水対策調整課

5663 15 佐久間線関係綴 国鉄佐久間線建設促進の陳情について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.31
(決)昭53. 9. 3
(施)昭53. 9. 3

水対策調整課

5663 16 佐久間線関係綴 国鉄佐久間線建設促進の陳情について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.21
(決)昭53. 8.26

水対策調整課
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5663 17 佐久間線関係綴
昭和53年度国鉄佐久間線建設期成同盟会の分担金
の納入について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.15
(決)昭53. 8.17
(施)昭53. 8.17

水対策調整課

5663 18 佐久間線関係綴 陳情電報の打電について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.10
(決)昭53. 8.11
(施)昭53. 8.11

水対策調整課

5663 19 佐久間線関係綴
昭和53年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会の会
長挨拶文と進行順序について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.31
(決)昭53. 8. 5

水対策調整課

5663 20 佐久間線関係綴
昭和53年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会資料
について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.29
(決)昭53. 7.31
(施)昭53. 7.31

水対策調整課

5663 21 佐久間線関係綴
佐久間線建設期成同盟会の副会長就任依頼につい
て（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 8
(決)昭53. 7.18
(施)昭53. 7.18

水対策調整課

5663 22 佐久間線関係綴
昭和53年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会の開
催について

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 8
(決)昭53. 7.15
(施)昭53. 7.15

水対策調整課

5663 23 佐久間線関係綴
昭和53年度佐久間線建設に係る鉄道建設債権の債
券引受金の払い込みについて

昭和５３年度
(起)昭53. 6.20
(決)昭53. 6.21
(施)昭53. 6.21

水対策調整課

5663 24 佐久間線関係綴
昭和53年度佐久間線建設に係る特別鉄道建設債券
引受けに関する契約書について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.14
(決)昭53. 6.15
(施)昭53. 6.15

水対策調整課

5663 25 佐久間線関係綴 昭和53年度特別鉄道建設債券の引受承諾について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.25
(決)昭53. 5.26
(施)昭53. 5.26

水対策調整課

5663 26 佐久間線関係綴
鉄道建設債券の売買に関する覚書の締結について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.18
(決)昭53. 5.28
(施)昭53. 5.28

水対策調整課

5663 27 佐久間線関係綴
昭和53年度佐久間線建設に係る鉄道建設債券の売
却について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.16
(決)昭53. 5.17
(施)昭53. 5.18

水対策調整課

5663 28 佐久間線関係綴 鉄道建設債券の売却について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.28
(決)昭53. 5. 4
(施)昭53. 5. 4

水対策調整課

5663 29 佐久間線関係綴
昭和53年度佐久間線工事費決定に伴う礼状につい
て（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.25
(施)昭53. 4.25

水対策調整課

5663 30 佐久間線関係綴 昭和53年度鉄建協総会について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.24
(施)昭53. 4.24

水対策調整課

5663 31 佐久間線関係綴
昭和53年度佐久間線建設工事費について（お知ら
せ）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.22
(決)昭53. 4.22
(施)昭53. 4.22

水対策調整課

5664 1 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 陳情電報の打電について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 2
(決)昭54. 8.10
(施)昭54. 8.15

水対策調整課

5664 2 昭和54年度佐久間線関係綴（１）
昭和54年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会の会
長挨拶と振興順序について

昭和５４年度 (起)昭54. 8.14 水対策調整課

5664 3 昭和54年度佐久間線関係綴（１）
昭和54年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会の開
催について（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54. 7.10 水対策調整課

5664 4 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 鉄建協機関誌「まくらぎ」の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 7
(決)昭54. 8. 8
(施)昭54. 8. 8

水対策調整課

5664 5 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 昭和54年度佐久間線建設工事費の配分について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 7
(決)昭54. 7. 7
(施)昭54. 7. 7

水対策調整課

5664 6 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 国鉄佐久間線打合せ会について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.24 水対策調整課
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5664 7 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 復命書（鉄道新線主管部長会議） 昭和５４年度 (起)昭54. 7.28 水対策調整課

5664 8 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 復命書（国鉄新線関係道府県打合せ会議） 昭和５４年度 (起)昭54. 7.17 水対策調整課

5664 9 昭和54年度佐久間線関係綴（１）
昭和54年度佐久間線工事費配分決定に伴う礼状に
ついて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 7
(決)昭54. 7.14
(施)昭54. 7.14

水対策調整課

5664 10 昭和54年度佐久間線関係綴（１）
復命書（鉄建協Ａ・Ｂ線配分説明会、地方鉄道近
代化ヒヤリング）

昭和５４年度 (起)昭54. 7. 6 水対策調整課

5664 11 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 国鉄佐久間線打合せ会について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.15
(決)昭54. 5.15
(施)昭54. 5.15

水対策調整課

5664 12 昭和54年度佐久間線関係綴（１）
国鉄佐久間線打合せ会の部長挨拶、進行順序等に
ついて（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54. 5.21 水対策調整課

5664 13 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 鉄建協定期全国総会の開催について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.26
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 5.31

水対策調整課

5664 14 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 鉄建協機関誌「まくらぎ」の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.26
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 5.31

水対策調整課

5664 15 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 鉄道新線建設促進等に関する調査について 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 2
(決)昭54. 4. 3
(施)昭54. 4. 3

水対策調整課

5664 16 昭和54年度佐久間線関係綴（１） 国鉄佐久間線建設促進の陳情について 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 4
(決)昭54. 4. 6
(施)昭54. 4. 6

水対策調整課

5665 1 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
国鉄佐久間線建設に伴う特別鉄道債券の売却につ
いて（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 7
(決)昭54. 9.10
(施)昭54. 9.10

水対策調整課

5665 2 昭和54年度佐久間線関係綴（２） 昭和54年度特別鉄道建設債券の引受承諾について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.19
(決)昭54. 9.19
(施)昭54. 9.19

水対策調整課

5665 3 昭和54年度佐久間線関係綴（２） 鉄建協第36回臨時全国総会の開催について 昭和５４年度 (収)昭54.11. 2
鉄道新線建設促
進全国協議会会
長

5665 4 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
昭和54年度佐久間線建設に伴う特別鉄道建設債券
引受に関する契約書について

昭和５４年度
(起)昭54.10.20
(決)昭54.10.22
(施)昭54.10.22

水対策調整課

5665 5 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
昭和54年度国鉄佐久間線建設期成同盟会の分担金
について

昭和５４年度
(起)昭54.10. 8
(決)昭54.10. 9
(施)昭54.10. 9

水対策調整課

5665 6 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
佐久間線建設に伴う鉄道建設債券申込証及び応募
者登録請求書の提出について

昭和５４年度
(起)昭54.10. 9
(決)昭54.10. 9
(施)昭54.10. 9

水対策調整課

5665 7 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
特別鉄道債券の売買に関する覚書の締結について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.20
(決)昭54. 9.20
(施)昭54. 9.20

水対策調整課

5665 8 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
昭和54年度佐久間線建設に伴う特別鉄道債券の売
却について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.19
(決)昭54. 9.19
(施)昭54. 9.19

水対策調整課

5665 9 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
昭和54年度国鉄佐久間線建設期成同盟会の分担金
の納入について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.24
(決)昭54. 8.31
(施)昭54. 9. 3

水対策調整課

5665 10 昭和54年度佐久間線関係綴（２） Ａ・Ｂ線の建設について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.31
(決)昭54. 8.31
(施)昭54. 8.31

水対策調整課
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5665 11 昭和54年度佐久間線関係綴（２） 復命書（Ａ・Ｂ線関係主管部長会議） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.25 水対策調整課

5665 12 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
昭和54年度Ａ・Ｂ線予算早期執行の要望書提出に
ついて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.20
(決)昭54. 8.22
(施)昭54. 8.23

水対策調整課

5665 13 昭和54年度佐久間線関係綴（２）
昭和54年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会資料
について（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54. 8. 6 水対策調整課

5666 1 昭和54年度佐久間線関係綴（３）
復命書（国鉄経営再建法案に関連するＡ・Ｂ線問
題等の説明打合せ会）

昭和５４年度 (起)昭55. 3.25 水対策調整課

5666 2 昭和54年度佐久間線関係綴（３） 第６回鉄建協会員研修会の開催について 昭和５４年度 (起)昭55. 1.19 水対策調整課

5666 3 昭和54年度佐久間線関係綴（３） 国鉄佐久間線建設促進について（お願い） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.10
(決)昭55. 1.10
(施)昭55. 1.10

水対策調整課

5666 4 昭和54年度佐久間線関係綴（３） 復命書（国鉄佐久間線建設促進陳情） 昭和５４年度 (起)昭55. 1.10 水対策調整課

5666 5 昭和54年度佐久間線関係綴（３） 昭和55年度新線建設予算について 昭和５４年度
(起)昭55. 1. 7
(決)昭55. 1. 7
(施)昭55. 1. 7

水対策調整課

5666 6 昭和54年度佐久間線関係綴（３） 陳情電報の発信について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭54.12.24 水対策調整課

5666 7 昭和54年度佐久間線関係綴（３） 国鉄佐久間線建設促進の陳情について（お願い） 昭和５４年度
(起)昭54.12. 8
(決)昭54.12.10
(施)昭54.12.10

水対策調整課

5666 8 昭和54年度佐久間線関係綴（３） 陳情電報の発信について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54.12. 8
(決)昭54.12.10
(施)昭54.12.10

水対策調整課

5667 1 佐久間線建設期成同盟会
昭和52年度鉄道建設促進事業補助金の確定につい
て（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 4
(決)昭53. 4.10
(施)昭53. 4.10

水対策調整課

5667 2 佐久間線建設期成同盟会
鉄道建設促進事業補助金の交付決定及び概算払承
認について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.30
(決)昭52. 8.30
(施)昭52. 8.30

水対策調整課

5667 3 佐久間線建設期成同盟会 研修会の開催について 昭和５２年度 (起)昭53. 2. 2 水対策調整課

5667 4 佐久間線建設期成同盟会 佐久間線建設促進の陳情について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.13
(決)昭53. 2.14
(施)昭53. 2.14

水対策調整課

5667 5 佐久間線建設期成同盟会 陳情電報の打電について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52.12.21
(決)昭52.12.22
(施)昭52.12.26

水対策調整課

5667 6 佐久間線建設期成同盟会 鉄建協全国総会の開催について 昭和５２年度 (起)昭52.11. 7 水対策調整課

5667 7 佐久間線建設期成同盟会
国鉄佐久間線建設期成同盟会の昭和53年度分担金
について

昭和５２年度
(起)昭52.10.22
(決)昭52.10.22
(施)昭52.10.22

水対策調整課

5667 8 佐久間線建設期成同盟会 佐久間線建設促進の陳情について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.26 水対策調整課

5667 9 佐久間線建設期成同盟会
佐久間線建設促進のための陳情書について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.23
(決)昭52. 8.24

水対策調整課

5667 10 佐久間線建設期成同盟会
昭和52年度国鉄佐久間線建設期成同盟会分担金の
納入について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.24
(決)昭52. 8.24
(施)昭52. 8.24

水対策調整課
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5667 11 佐久間線建設期成同盟会
昭和52年度佐久間線建設期成同盟会総会の会長挨
拶と進行順序について

昭和５２年度 (起)昭52. 8.17 水対策調整課

5667 12 佐久間線建設期成同盟会
昭和52年度佐久間線建設期成同盟会総会の総会の
開催について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 7.21 水対策調整課

5667 13 佐久間線建設期成同盟会 佐久間線建設期成同盟会の顧問就任依頼について 昭和５２年度 (起)昭52. 7.22 水対策調整課

5667 14 佐久間線建設期成同盟会
国鉄佐久間線建設期成同盟会副会長就任依頼につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 7.22
(決)昭52. 7.25
(施)昭52. 7.25

水対策調整課

5667 15 佐久間線建設期成同盟会
佐久間線建設期成同盟会担当者会議の開催につい
て

昭和５２年度 (起)昭52. 6. 1 水対策調整課

5667 16 佐久間線建設期成同盟会 昭和52年度特別鉄道建設債券の引受承諾について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.25
(決)昭52. 6. 4
(施)昭52. 6. 4

水対策調整課

5667 17 佐久間線建設期成同盟会
鉄道建設債券の売買に関する覚書の締結について
（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 5.27 水対策調整課

5667 18 佐久間線建設期成同盟会
佐久間線建設にかかる鉄道建設債券の売却につい
て（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 5.24 水対策調整課

5667 19 佐久間線建設期成同盟会 鉄道建設債券の売却について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 5.20
(決)昭52. 5.21
(施)昭52. 5.21

水対策調整課

5667 20 佐久間線建設期成同盟会
国鉄佐久間線工事費決定に係る礼状について（伺
い）

昭和５２年度 (起)昭52. 5.16 水対策調整課

5667 21 佐久間線建設期成同盟会 昭和52年度佐久間線建設工事費について 昭和５２年度 (起)昭52. 5.16 水対策調整課

5668 1 鉄道新線建設促進全国協議会
復命書（鉄道新線建設促進全国協議会第36回臨時
総会）

昭和５４年度 (起)昭54.12. 3 水対策調整課

5668 2 鉄道新線建設促進全国協議会
昭和54年度鉄道新線建設促進全国協議会負担金の
支出について

昭和５４年度 (起)昭54. 6.25 水対策調整課

5668 3 鉄道新線建設促進全国協議会 復命書（鉄道新線建設促進全国協議会総会） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.19 水対策調整課

5668 4 鉄道新線建設促進全国協議会 復命書（鉄建協常任理事会） 昭和５４年度 (起)昭54. 5.17 水対策調整課

5669 1 伊東線複線化期成同盟（１）
復命書（国鉄複線伝家促進全国協議会事務担当者
研修会）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.27 県民生活課

5669 2 伊東線複線化期成同盟（１） 昭和55年度鉄道建設促進事業補助金の確定 昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

県民生活課

5669 3 伊東線複線化期成同盟（１）
鉄道建設促進事業補助金の交付決定及び概算払承
認について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.17
(決)昭56. 1.20
(施)昭56. 1.26

県民生活課

5669 4 伊東線複線化期成同盟（１）
昭和55年度伊東線複線化に係る特別鉄道債券の売
却について

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 9
(決)昭56. 1. 9
(施)昭56. 1. 9

県民生活課

5669 5 伊東線複線化期成同盟（１）
国鉄伊東線複線化に係る特別鉄道債券の売却につ
いて（お願い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 7
(決)昭56. 1. 7
(施)昭56. 1. 7

県民生活課
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5669 6 伊東線複線化期成同盟（１） 国鉄複線電化促進全国総決起大会の開催について 昭和５５年度 (収)昭55.11. 1
国鉄複線電化促
進全国協議会会
長

5669 7 伊東線複線化期成同盟（１）
復命書（国鉄伊東線複線化推進連絡会議事務担当
者会議）

昭和５５年度 (起)昭55. 9.16 県民生活課

5669 8 伊東線複線化期成同盟（１）
昭和55年度国鉄複線電化促進全国協議会分担金の
支出について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 9
(決)昭55. 6. 9
(施)昭55. 6.23

県民生活課

5669 9 伊東線複線化期成同盟（１）
復命書（昭和55年度伊東線複線化期成同盟会総
会）

昭和５５年度 (起)昭55. 6. 2 県民生活課

5669 10 伊東線複線化期成同盟（１） 復命書（国鉄複線電化促進全国協議会総会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.26 県民生活課

5670 1 伊東線複線化期成同盟（２）
国鉄伊東線複線化推進連絡会議事務担当者会議の
開催

昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6
国鉄伊東線複線
化推進連絡会議
事務局

5670 2 伊東線複線化期成同盟（２）
昭和53年度鉄道建設促進事業補助金の確定につい
て（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.17
(決)昭54. 4.20
(施)昭54. 4.20

水対策調整課

5670 3 伊東線複線化期成同盟（２）
鉄道建設促進事業補助金の交付決定及び概算払承
認について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.21
(決)昭53. 9.22
(施)昭53.10.13

水対策調整課

5670 4 伊東線複線化期成同盟（２） 復命書（伊東線複線化推進連絡会議） 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 9 水対策調整課

5670 5 伊東線複線化期成同盟（２）
国鉄伊東線線路増設工事起工祝賀式典における知
事祝辞について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.16
(決)昭54. 1.19
(施)昭54. 1.22

水対策調整課

5670 6 伊東線複線化期成同盟（２）
鉄道債券引受に伴う売却損金補助金の事前執行等
について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.20
(決)昭53. 9.20
(施)昭53. 9.20

水対策調整課

5670 7 伊東線複線化期成同盟（２）
伊東線複線化に係る鉄道利用債の売却について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.19
(決)昭53. 9.19
(施)昭53. 9.19

水対策調整課

5670 8 伊東線複線化期成同盟（２） 伊東線複線化に伴う特別鉄道債券の売却について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.11
(決)昭53. 9.11
(施)昭53. 9.11

水対策調整課

5670 9 伊東線複線化期成同盟（２） 復命書（伊東線複線化推進連絡会議） 昭和５３年度 (起)昭53. 6. 2 水対策調整課

5671 1 伊東線複線化期成同盟（３）
国鉄複線電化促進全国総決起大会の開催について
（通知）

昭和５４年度 (収)昭54.11. 8
国鉄複線電化促
進全国協議会会
長

5671 2 伊東線複線化期成同盟（３） 復命書（伊東線複線化推進連絡会議） 昭和５４年度 (起)昭54.10.27 水対策調整課

5671 3 伊東線複線化期成同盟（３）
伊東線複線化期成同盟会総会の開催について（通
知）

昭和５４年度 (収)昭54. 5.19
伊東線複線化期
成同盟会会長

5671 4 伊東線複線化期成同盟（３）
国鉄伊東線複線化推進連絡会議事務担当者会議の
開催について（通知）

昭和５４年度 (収)昭54.10.15
国鉄伊東線複線
化推進連絡会議
事務局

5671 5 伊東線複線化期成同盟（３）
昭和54年度伊東線複線化に伴う特別鉄道債券の売
却について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.20
(決)昭54. 9.20
(施)昭54. 9.20

水対策調整課
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5671 6 伊東線複線化期成同盟（３）
国鉄伊東線複線化に伴う特別鉄道債券の売却につ
いて（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.17
(決)昭54. 9.17
(施)昭54. 9.17

水対策調整課

5671 7 伊東線複線化期成同盟（３） 復命書（伊東線複線化期成同盟会総会他） 昭和５４年度 (起)昭54. 6. 1 水対策調整課

5672 1 伊東線複線化期成同盟（４）
昭和51年度鉄道建設促進事業補助金の確定につい
て（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 1
(決)昭52. 4.12
(施)昭52. 4.12

水対策調整課

5672 2 伊東線複線化期成同盟（４）
鉄道建設促進事業補助金の交付決定及び概算払承
認について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.11. 1
(決)昭51.11. 9

水対策調整課

5672 3 伊東線複線化期成同盟（４）
昭和51年度鉄道建設促進事業補助金の確定につい
て（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 1
(決)昭52. 4.12
(施)昭52. 4.12

水対策調整課

5672 4 伊東線複線化期成同盟（４）
鉄道建設促進事業補助金の交付決定及び概算払承
認について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.10
(決)昭52. 2.12

水対策調整課

5672 5 伊東線複線化期成同盟（４） 復命書（伊東線複線化陳情） 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 5 水対策調整課

5672 6 伊東線複線化期成同盟（４） 復命書（伊東線複線化推進連絡会議） 昭和５１年度 (起)昭52. 2.19 水対策調整課

5672 7 伊東線複線化期成同盟（４）
伊東線建設に係る鉄道利用債の売却について（伺
い）

昭和５１年度 (起)昭52. 2. 1 水対策調整課

5672 8 伊東線複線化期成同盟（４） 鉄道建設債券の売却について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.17
(決)昭52. 1.17
(施)昭52. 1.17

水対策調整課

5672 9 伊東線複線化期成同盟（４）
伊東線網代・宇佐美間線路増設工事の施行に伴う
昭和51年度鉄道債券引受けについて（通知）

昭和５１年度 (収)昭52. 1.20
伊東線複線化期
成同盟会会長

5672 10 伊東線複線化期成同盟（４） 復命書（国鉄伊東線複線化推進連絡会議） 昭和５１年度 (起)昭51.11.25 水対策調整課

5672 11 伊東線複線化期成同盟（４）
国鉄伊東線複線化推進連絡会議事務担当者会議の
開催について（通知）

昭和５１年度 (収)昭51.11.22
国鉄伊東線複線
化推進連絡会議
事務局

5672 12 伊東線複線化期成同盟（４）
鉄道建設、国道建設等総合開発事業補助金交付要
綱の一部改正について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.28
(決)昭51.10.19

水対策調整課

5672 13 伊東線複線化期成同盟（４）
昭和51年度国鉄工事費予算等の状況報告と伊東線
複線化期成同盟会の特別会計の設置について（報
告）

昭和５１年度 (収)昭51.10. 9
伊東線複線化期
成同盟会会長

5672 14 伊東線複線化期成同盟（４） 伊東線複線化に伴う設計協議について（回答） 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 7
(決)昭51. 9. 7
(施)昭51. 9. 7

水対策調整課

5672 15 伊東線複線化期成同盟（４） 伊東線複線工事にかかる設計協議について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.23
(決)昭51. 7.28
(施)昭51. 7.28

水対策調整課

5672 16 伊東線複線化期成同盟（４）
伊東線複線化期成同盟会総会の開催について（通
知）

昭和５１年度 (収)昭51. 4.27
伊東線複線化期
成同盟会会長

5673 1 伊東線複線化期成同盟（５）
国鉄伊東線複線化推進連絡会議事務担当者会議の
開催について（通知）

昭和５２年度 (収)昭52.12.23
国鉄伊東線複線
化推進連絡会議
事務局

5673 2 伊東線複線化期成同盟（５）
伊東線複線化に係る鉄道利用債の売却について
（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 6.25 水対策調整課
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5673 3 伊東線複線化期成同盟（５） 特別鉄道債券の売却について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.25
(決)昭52. 6.25
(施)昭52. 6.25

水対策調整課

5673 4 伊東線複線化期成同盟（５）
伊東線複線化期成同盟会総会の開催について（通
知）

昭和５２年度 (収)昭52. 4.27
伊東線複線化期
成同盟会会長

5674 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（１）

復命書（Ａ・Ｂ線に係る第３セクター問題ヒヤリ
ング）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.22 県民生活課

5674 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（１）

復命書（国鉄佐久間線担当課長打合せ会） 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 7 県民生活課

5674 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（１）

国鉄佐久間線担当課長打合せ会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.27
(決)昭55. 5.28
(施)昭55. 5.28

県民生活課

5674 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（１）

鉄建協機関誌「まくらぎ」の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.15
(決)昭55. 5.17
(施)昭55. 5.17

県民生活課

5674 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（１）

復命書（鉄建協常任理事会、道府県Ａ・Ｂ線担当
課長会議）

昭和５５年度 (起)昭55. 4.24 県民生活課

5674 6
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（１）

昭和54年度鉄道建設促進事業補助金の額の確定に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 4.11
(施)昭55. 4.11

県民生活課

5674 7
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（１）

鉄道建設促進事業補助金の交付決定及び概算払承
認について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 7
(決)昭54. 9.12

水対策調整課

5675 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（２）

昭和55年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会の部
長挨拶と進行順序について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 2
(決)昭55. 9. 2
(施)昭55. 9. 4

県民生活課

5675 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（２）

復命書（佐久間線担当課長会議） 昭和５５年度 (起)昭55. 8.18 県民生活課

5675 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（２）

陳情電報の発信について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.12
(決)昭55. 8.15
(施)昭55. 8.15

県民生活課

5675 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（２）

昭和55年度鉄道新線建設促進全国協議会の負担金
について

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 5
(決)昭55. 8. 8

県民生活課

5675 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（２）

国鉄佐久間線担当課長会議の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 9
(決)昭55. 8.11
(施)昭55. 8.11

県民生活課

5675 6
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（２）

昭和55年度国鉄佐久間線建設期成同盟会定期総会
の開催について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 9
(決)昭55. 8.11
(施)昭55. 8.11

県民生活課

5676 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（３）

昭和55年度鉄道建設促進事業補助金の額の確定に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.29
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 5.30

県民生活課

5676 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（３）

鉄道建設促進事業補助金の交付決定及び概算払承
認について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.10.21
(決)昭55.10.27

県民生活課

5676 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（３）

国鉄佐久間線建設期成同盟会担当課長会議につい
て（開催）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.27 県民生活課

5676 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（３）

鉄建協第38回臨時全国総会について 昭和５５年度
(起)昭55.11.14
(決)昭55.11.15
(施)昭55.11.15

県民生活課

5676 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（３）

昭和55年度国鉄佐久間線建設期成同盟会分担金の
納入について

昭和５５年度
(起)昭55.10.21
(決)昭55.10.22
(施)昭55.10.22

県民生活課

5676 6
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（３）

国鉄佐久間線建設促進の陳情書について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 4
(施)昭55.10. 4

県民生活課
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5676 7
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（３）

国鉄佐久間線の建設促進陳情について（お願い） 昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 4
(施)昭55.10. 4

県民生活課

5677 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

昭和55年度一般会計歳入歳出決算書 県民生活課

5677 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会収入伺 昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.27

県民生活課

5677 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.28

県民生活課

5677 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭56. 2.20
(決)昭56. 2.25

県民生活課

5677 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭56. 1.28
(決)昭56. 1.31

県民生活課

5677 6
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭56. 1.16
(決)昭56. 1.17

県民生活課

5677 7
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.12.23
(決)昭55.12.26

県民生活課

5677 8
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

前渡金の精算について 昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭55.12.22
(施)昭55.12.22

県民生活課

5677 9
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費前渡金支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.12.18
(決)昭55.12.19

県民生活課

5677 10
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.11.29
(決)昭55.12.10

県民生活課

5677 11
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.12.13
(決)昭55.12.18

県民生活課

5677 12
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.11.27
(決)昭55.12. 1

県民生活課

5677 13
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.11.27
(決)昭55.12. 1

県民生活課

5677 14
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費収入伺 昭和５５年度
(起)昭55.11.26
(決)昭55.11.26

県民生活課

5677 15
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費収入伺 昭和５５年度
(起)昭55.11.26
(決)昭55.11.26

県民生活課

5677 16
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.10.25
(決)昭55.11. 1

県民生活課

5677 17
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.12. 1

県民生活課

5677 18
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.11.13
(決)昭55.11.14

県民生活課

5677 19
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.10.25
(決)昭55.10.25

県民生活課

5677 20
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

前渡金の精算について 昭和５５年度
(起)昭55.10.21
(決)昭55.10.25
(施)昭55.10.25

県民生活課
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5677 21
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会前渡金支出伺 昭和５５年度
(起)昭55.10.16
(決)昭55.10.17

県民生活課

5677 22
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 9.13
(決)昭55. 9.20

県民生活課

5677 23
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.20

県民生活課

5677 24
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

前渡金の精算について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.16
(決)昭55. 9.16
(施)昭55. 9.16

県民生活課

5677 25
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会前渡金支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 3
(決)昭55. 9. 6

県民生活課

5677 26
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.16

県民生活課

5677 27
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.16

県民生活課

5677 28
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.16

県民生活課

5677 29
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.15

県民生活課

5677 30
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 6.13
(決)昭55. 6.30

県民生活課

5677 31
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会経費支出伺 昭和５５年度
(起)昭55. 5.13
(決)昭55. 5.14

県民生活課

5677 32
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

国鉄佐久間線建設期成同盟会収入伺 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 1

県民生活課

5677 33
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（４）

金銭出納帳

5678 1 身延線改善促進期成同盟会綴 対話集会アピール 昭和５４年度 (収)昭55. 3.28
身延線をよくす
る対話集会

5678 2 身延線改善促進期成同盟会綴 国鉄身延線の充実強化に関する意見書 昭和５５年度 (収)昭56. 3.23 山梨県議会議長

5678 3 身延線改善促進期成同盟会綴
身延線など地方交通線への割増運賃制度並びに安
全無視の施策反対に関する決議

昭和５５年度 (収)昭56. 3.26 甲府市議会

5678 4 身延線改善促進期成同盟会綴 陳情書 昭和５５年度
下部町観光協会
長他

5678 5 身延線改善促進期成同盟会綴
身延線の「線区別特別料金制度」の導入と貨物及
び手小荷物扱廃止に関する意見書の提出について

昭和５５年度 (収)昭56. 3.20 南部町議会議長

5678 6 身延線改善促進期成同盟会綴 請願書 昭和５５年度 (収)昭56. 3.23 身延線を守る会

5678 7 身延線改善促進期成同盟会綴 復命書（身延線改善促進期成同盟会） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.19 県民生活課

5678 8 身延線改善促進期成同盟会綴
昭和55年度身延線改善促進期成同盟負担金の支出
について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.13
(決)昭55. 6.13

県民生活課
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5678 9 身延線改善促進期成同盟会綴
復命書（昭和55年度身延線改善促進期成同盟定期
総会）

昭和５５年度 (起)昭55. 6. 3 県民生活課

5678 10 身延線改善促進期成同盟会綴
昭和54年度身延線整備改善市町村要望事項のとり
まとめ結果について（送付）

昭和５４年度 (収)昭54.10.13
身延線改善促進
期成同盟

5678 11 身延線改善促進期成同盟会綴
昭和54年度身延線改善促進期成同盟負担金の支出
について

昭和５４年度 (起)昭54. 6.27 水対策調整課

5678 12 身延線改善促進期成同盟会綴 復命書（身延線改善促進期成同盟総会） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.13 水対策調整課

5678 13 身延線改善促進期成同盟会綴
昭和54年度身延線改善促進期成同盟役員名簿（静
岡県分）について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.20
(施)昭54. 5.20

水対策調整課

5679 1 御殿場線輸送力増強促進連盟 復命書（御殿場線輸送力増強促進連盟研修会） 昭和５７年度 (起)昭57.11. 9 県民生活課

5679 2 御殿場線輸送力増強促進連盟 復命書（御殿場線輸送力増強促進連盟総会） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.28 県民生活課

5679 3 御殿場線輸送力増強促進連盟 復命書（御殿場線複線促進連盟総会） 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 県民生活課

5679 4 御殿場線輸送力増強促進連盟 復命書（昭和55年度御殿場線複線促進連盟総会） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.21 県民生活課

5680 1 昭和54年度国鉄地方交通線関係
鉄建協常任理事会及びＡ・Ｂ線担当課長会議につ
いて

昭和５５年度 (起)昭55. 4.17 県民生活課

5680 2 昭和54年度国鉄地方交通線関係 「国鉄再建法案」反対に関する協力要請について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.14 県民生活課

5680 3 昭和54年度国鉄地方交通線関係 国鉄二俣線の廃止反対に関する意見書 昭和５４年度 (収)昭55. 3.22 三ヶ日町議会

5680 4 昭和54年度国鉄地方交通線関係 復命書（国鉄再建法案に関する説明会） 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 9 水対策調整課

5681 1
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（１）

復命書（国鉄二俣線沿線市町村首長懇談会） 昭和５５年度 (起)昭55. 7.17 県民生活課

5681 2
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（１）

地方交通線対策に関する緊急要望について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.12 県民生活課

5681 3
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（１）

清水市の「まちづくり会議」における国鉄清水港
線関係の住民の意見について

昭和５５年度 (起)昭55. 6.11 県民生活課

5681 4
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（１）

国鉄地方交通線問題打合せ会について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.30 県民生活課

5682 1
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（２）

清水港線存続についての陳情 昭和５５年度 (起)昭55.12. 5 県民生活課

5682 2
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（２）

地域交通問題研究会の開催について 昭和５５年度 (起)昭55.11.26 県民生活課

5682 3
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（２）

復命書（全国知事会建設運輸委員会） 昭和５５年度 (起)昭55.10.14 県民生活課

5683 1
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（３）

復命書（知事と「二俣線存続沿線市町村対策協議
会」との面談）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.20 県民生活課
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5683 2
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（３）

地域交通問題研究会の開催について 昭和５５年度 (起)昭55.12.27 県民生活課

5683 3
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（３）

陳情書（御殿場線複線促進） 昭和５５年度 (収)昭55.12.19 御殿場市他

5683 4
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（３）

復命書（地方交通線用件） 昭和５５年度 (起)昭55.12.11 県民生活課

5683 5
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（３）

清水港線存続に関する陳情についての陳情 昭和５５年度 (収)昭55.12. 8 知事公室

5684 1
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（４）

復命書（国鉄二俣線沿線市町村首長懇談会） 昭和５５年度 (収)昭56. 1.29 県民生活課

5684 2
昭和55年度国鉄地方交通線関係
（４）

国鉄地方交通線問題庁内打合せ会議の開催につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 5
(決)昭56. 1. 5
(施)昭56. 1. 5

県民生活課

5685 1
長島ダム水源地域対策費補助金
（１）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付について
（確定）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.21
(決)昭52. 5.26
(施)昭52. 5.27

長島ダム対策室

5685 2
長島ダム水源地域対策費補助金
（１）

復命書（長島ダム水源地域対策費補助金交付事
務）

昭和５２年度 (起)昭52. 5. 4 水対策調整課

5685 3
長島ダム水源地域対策費補助金
（１）

長島ダム水源地域対策費補助金の追加交付決定に
ついて

昭和５１年度
(起)昭52. 1.14
(決)昭52. 1.21

長島ダム対策室

5685 4
長島ダム水源地域対策費補助金
（１）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.11.26

長島ダム対策室

5685 5
長島ダム水源地域対策費補助金
（１）

長島ダム水源地域対策費補助金の追加内示につい
て

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 6
(決)昭52. 1. 7
(施)昭52. 1.10

長島ダム対策室

5685 6
長島ダム水源地域対策費補助金
（１）

長島ダム水源地域対策費補助金交付要綱の制定に
ついて（通知）

昭和５１年度
(起)昭51.11.20
(決)昭51.11.24
(施)昭51.11.24

長島ダム対策室

5685 7
長島ダム水源地域対策費補助金
（１）

長島ダム水源地域対策費補助金交付要綱の制定に
ついて（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.30
(決)昭51.11.24

長島ダム対策室

5686 1
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付について
（確定）　（事故繰越分）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.12
(決)昭53. 8.21

長島ダム対策室

5686 2
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付について
（確定）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.10
(決)昭53. 5.18

長島ダム対策室

5686 3
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金の追加交付決定に
ついて

昭和５２年度
(起)昭53. 3.27
(決)昭53. 3.30

長島ダム対策室

5686 4
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金の追加内示（第３
次）について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.25
(決)昭53. 3. 1
(施)昭53. 3.23

長島ダム対策室

5686 5
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金の追加交付決定に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52.12. 7
(決)昭52.12.19

長島ダム対策室

5686 6
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 4.16
(決)昭52. 4.23

長島ダム対策室

5686 7
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

復命書（昭和52年度繰越分実績会計監査） 昭和５３年度 (起)昭53. 8.12 長島ダム対策室

5686 8
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

復命書（昭和52年度長島ダム水源地域対策費補助
金交付事務監査）

昭和５３年度 (起)昭53. 5.10 長島ダム対策室
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5686 9
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

昭和52年度長島ダム水源地域対策費補助金の本川
根町における執行状況について

昭和５２年度
(起)昭52.12.22
(決)昭52.12.23

長島ダム対策室

5686 10
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金の追加内示につい
て

昭和５２年度
(起)昭52.11.22
(決)昭52.12. 2
(施)昭52.12. 3

長島ダム対策室

5686 11
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費打合せについて（供覧） 昭和５２年度 (起)昭52.11.11 長島ダム対策室

5686 12
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.12
(決)昭52. 4.13
(施)昭52. 4.13

長島ダム対策室

5686 13
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金交付要綱の一部改
正について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.10. 5
(決)昭52.10.26
(施)昭52.10.28

長島ダム対策室

5686 14
長島ダム水源地域対策費補助金
（２）

長島ダム水源地域対策費補助金交付要綱の一部改
正について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 4. 1 長島ダム対策室

5687 1
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

復命書（長島ダム水源地域対策山葵田造成補助残
農林漁業資金貸付事務検査随行）

昭和５４年度 (起)昭54. 6.21 長島ダム対策室

5687 2
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

復命書（昭和53年度長島ダム水源地域対策費補助
金事務検査）

昭和５４年度 (起)昭54. 5.24 長島ダム対策室

5687 3
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付について
（確定）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.14
(決)昭54. 5.16

長島ダム対策室

5687 4
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５３年度
(起)昭54. 1.21
(決)昭54. 1.22

長島ダム対策室

5687 5
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について
（第３回）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.20
(決)昭54. 1.20
(施)昭54. 1.20

長島ダム対策室

5687 6
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 7.22
(決)昭53. 7.22

長島ダム対策室

5687 7
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について
（第２回）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.20
(決)昭53. 7.20
(施)昭53. 7.20

長島ダム対策室

5687 8
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 5.30
(決)昭53. 6. 1

長島ダム対策室

5687 9
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.15
(決)昭53. 5.17
(施)昭53. 5.18

長島ダム対策室

5687 10
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の執行計画の変更
について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.18
(決)昭54. 1.18

長島ダム対策室

5687 11
長島ダム水源地域対策費補助金
（３）

長島ダム水源地域対策費補助金の執行について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.28
(決)昭53. 6. 8

長島ダム対策室

5688 1
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

復命書（長島ダム水源地域対策費補助金事務監
査）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.24 長島ダム対策室

5688 2
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付について
（確定）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 8
(決)昭55. 5.14
(施)昭55. 5.14

長島ダム対策室

5688 3
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 9
(決)昭55. 2.19

長島ダム対策室

5688 4
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 1.31
(施)昭55. 1.31

長島ダム対策室
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5688 5
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策における代替地取得資金利
子補給の取扱い要領について（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54.12. 5 長島ダム対策室

5688 6
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金交付要綱の一部改
正について（うかがい）

昭和５４年度 (起)昭54.11.26 長島ダム対策室

5688 7
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 6
(決)昭54. 9.16

長島ダム対策室

5688 8
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.25
(決)昭54. 8.25
(施)昭54. 8.25

長島ダム対策室

5688 9
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の執行計画の変更
について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 9
(決)昭54. 8.16

長島ダム対策室

5688 10
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 7.20
(決)昭54. 7.31

長島ダム対策室

5688 11
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.11
(決)昭54. 7.13
(施)昭54. 7.13

長島ダム対策室

5688 12
長島ダム水源地域対策費補助金
（４）

長島ダム水源地域対策費補助金の執行について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.20
(決)昭54. 6.19

長島ダム対策室

5689 1
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

復命書（長島ダム水源地域対策費補助金監査及び
現地調査）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.25 長島ダム対策室

5689 2
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付について
（確定）

昭和５６年度
(起)昭56. 6.25
(決)昭56. 6.29
(施)昭56. 6.29

長島ダム対策室

5689 3
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金の追加交付決定に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.12.18
(決)昭56. 1. 5

長島ダム対策室

5689 4
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助事業に係る代替地取
得資金利子補給補助事業の取扱い要領について

昭和５５年度
(起)昭55.11.29
(決)昭55.12.15
(施)昭55.12.22

長島ダム対策室

5689 5
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金交付要綱の一部改
正について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.17
(決)昭55.10.23
(施)昭55.11.22

長島ダム対策室

5689 6
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 9
(決)昭55.12.11
(施)昭55.12.11

長島ダム対策室

5689 7
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金の執行について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 2
(決)昭55.12. 9

長島ダム対策室

5689 8
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金の執行について
（伺い）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.31 長島ダム対策室

5689 9
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金の交付決定につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 6.23
(決)昭55. 6.30

長島ダム対策室

5689 10
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金の内示について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 4
(決)昭55. 6.11
(施)昭55. 6.11

長島ダム対策室

5689 11
長島ダム水源地域対策費補助金
（５）

長島ダム水源地域対策費補助金の執行について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.14
(決)昭55. 6. 6

長島ダム対策室

5690 1 長島ダム梅地施設（管理棟）関係 復命書（休憩棟建設工事出来型確認） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.26 長島ダム対策室

5690 2 長島ダム梅地施設（管理棟）関係 休憩棟建設工事中間検査指示事項確認書について 昭和５３年度 (起)昭54. 1. 8 長島ダム対策室
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5690 3 長島ダム梅地施設（管理棟）関係 復命書（休憩棟建設工事中間検査立会い） 昭和５３年度 (起)昭53.12.13 長島ダム対策室

5690 4 長島ダム梅地施設（管理棟）関係 休憩棟設計審査結果について 昭和５３年度 (起)昭53. 9.11 長島ダム対策室

5691 1 長島ダム山村振興（長島茶工場） 出来形確認書（竣工） 昭和５２年度 (起)昭52. 4.27 長島ダム対策室

5692 1
長島ダム地域振興総合調査費関係
綴

長島ダム関連地域振興総合調査検収について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.20
(決)昭53. 5.11

長島ダム対策室

5692 2
長島ダム地域振興総合調査費関係
綴

支出負担行為実施計画について 昭和５２年度
(起)昭52.10.19
(決)昭52.11.22

長島ダム対策室

5692 3
長島ダム地域振興総合調査費関係
綴

長島ダム関連地域振興総合調査委託契約の締結に
ついて（供覧）

昭和５２年度 (起)昭52.10.29 長島ダム対策室

5692 4
長島ダム地域振興総合調査費関係
綴

長島ダム関連地域振興総合調査委託について 昭和５２年度
(起)昭52.10.19
(決)昭52.10.24

長島ダム対策室

5693 1 長島ダム水源地域温泉開発事業 温泉利用計画書 昭和５４年度 水対策調整課

5693 2 長島ダム水源地域温泉開発事業 水源地域開発温泉設備工事実施設計書 昭和５４年度 水対策調整課

5694 1
昭和51年住民基本台帳法に基づく
人口移動報告

昭和51年１月～12月　住民基本台帳法に基づく人
口移動報告

昭和５１年度 統計課

5695 1
昭和52年住民基本台帳法に基づく
人口移動報告

昭和52年１月～12月　住民基本台帳法に基づく人
口移動報告

昭和５２年度 統計課

5696 1
昭和53年住民基本台帳法に基づく
人口移動報告

昭和53年１月～12月　住民基本台帳法に基づく人
口移動報告

昭和５３年度 統計課

5697 1
昭和54年住民基本台帳法に基づく
人口移動報告

昭和54年１月～12月　住民基本台帳法に基づく人
口移動報告

昭和５４年度 統計課

5698 1
昭和55年住民基本台帳法に基づく
人口移動報告

昭和55年１月～12月　住民基本台帳法に基づく人
口移動報告

昭和５５年度 統計課

5699 1 災害救助費関係綴　No.１ 昭和51年度災害救助費について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.12
(決)昭52. 4.12
(施)昭52. 4.12

社会課

5699 2 災害救助費関係綴　No.１
昭和51年度災害救助費国庫負担金の精算交付申請
について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.12
(決)昭52. 3.18
(施)昭52. 3.18

社会課

5699 3 災害救助費関係綴　No.１ 災害救助法による救助の特別基準について 昭和５１年度 (収)昭52. 3. 8 厚生省社会局長

5699 4 災害救助費関係綴　No.１ 災害救助費関係書類（富士市） 昭和５１年度 富士市

5699 5 災害救助費関係綴　No.１ 災害救助費関係書類（河津町） 昭和５１年度 河津町

5699 6 災害救助費関係綴　No.１ 災害救助費関係書類（南伊豆町） 昭和５１年度 南伊豆町

5700 1 災害救助費関係綴　No.２ 災害救助費関係書類（南伊豆町） 昭和５１年度 南伊豆町
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5700 2 災害救助費関係綴　No.２ 災害救助費関係書類（松崎町） 昭和５１年度 松崎町

5701 1 災害救助費関係綴　No.３ 災害救助費関係書類（下田市） 昭和５１年度 下田市

5702 1 災害救助費関係綴　No.４ 災害救助費関係書類（松崎町） 昭和５１年度 松崎町

5703 1
伊豆大島近海地震災害救助綴（河
津町）

昭和53年１月14日発生伊豆大島近海地震災害救助
法適用関係書綴（河津町）

昭和５２年度 河津町

5704 1
伊豆大島近海地震災害救助綴（東
伊豆町）

昭和53年１月14日発生伊豆大島近海地震災害救助
法適用関係書綴（東伊豆町）

昭和５２年度 東伊豆町

5705 1 昭和51年度知事表彰 知事表彰候補者に関する調査について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.31
(決)昭51. 8.31
(施)昭51. 8.31

医務課

5706 1 昭和52年度知事表彰 知事表彰候補者に関する調査について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 5
(決)昭52. 8. 8
(施)昭52. 8. 8

医務課

5707 1 昭和53年度知事表彰 知事表彰候補者に関する調査について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 7.12
(決)昭53. 7.14

医務課

5708 1 昭和54年秋の褒章 昭和54年秋の叙勲、褒章候補者の推薦について 昭和５３年度 (起)昭54. 3. 3 医務課

5708 2 昭和54年秋の褒章 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５３年度 (起)昭54. 2.19 医務課

5708 3 昭和54年秋の褒章 昭和54年秋の叙勲、褒章候補者の選考について 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 9 医務課

5708 4 昭和54年秋の褒章 昭和54年秋の叙勲、褒章候補者の選考について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.10
(決)昭54. 1.11

医務課

5709 1 昭和54年秋の叙勲 昭和54年秋の叙勲、褒章候補者の推薦について 昭和５３年度 (起)昭54. 3. 3 医務課

5709 2 昭和54年秋の叙勲 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５３年度 (起)昭54. 2.19 医務課

5709 3 昭和54年秋の叙勲 昭和54年秋の叙勲、褒章候補者の選考について 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 9 医務課

5709 4 昭和54年秋の叙勲 昭和54年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.10
(決)昭54. 1.11
(施)昭54. 1.11

医務課

5710 1 昭和55年春の褒章 昭和55年春の叙勲及び褒章候補者の推薦について 昭和５４年度 (起)昭54. 9. 3 医務課

5710 2 昭和55年春の褒章 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.22 医務課

5710 3 昭和55年春の褒章 昭和55年春の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５４年度 (起)昭54. 8.13 医務課

5710 4 昭和55年春の褒章 昭和55年春の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.16 医務課

5711 1 昭和55年春の叙勲 昭和55年春の叙勲及び褒章候補者の推薦について 昭和５４年度 (起)昭54. 9. 3 医務課
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5711 2 昭和55年春の叙勲 戸籍抄本及び身分調書の作成について 昭和５４年度 (起)昭54. 8.22 医務課

5711 3 昭和55年春の叙勲 昭和55年春の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５４年度 (起)昭54. 8.13 医務課

5711 4 昭和55年春の叙勲 昭和55年春の叙勲及び褒章候補者の推薦について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.16
(施)昭54. 7.17

医務課

5712 1 昭和55年秋の褒章 昭和55年秋の叙勲及び褒章候補者の推薦について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.29 医務課

5712 2 昭和55年秋の褒章 昭和55年秋の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５４年度 (起)昭55. 1.31 医務課

5713 1 昭和55年秋の叙勲 昭和55年秋の叙勲及び褒章候補者の推薦について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.29 医務課

5713 2 昭和55年秋の叙勲 戸籍抄本及び身分調書の作成について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.16 医務課

5713 3 昭和55年秋の叙勲 昭和55年秋の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５４年度 (起)昭55. 1.31 医務課

5713 4 昭和55年秋の叙勲 昭和55年秋の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５４年度 (起)昭54.12.26 医務課

5714 1 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3952号 昭和５７年度 (収)昭57. 4.28
地方行財政調査
会

5714 2 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3867号 昭和５６年度 (収)昭56. 9. 7
地方行財政調査
会

5714 3 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3807号 昭和５６年度 (収)昭56. 5. 6
地方行財政調査
会

5714 4 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3486号 昭和５４年度 (収)昭54. 5. 7
地方行財政調査
会

5714 5 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3623号 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 4
地方行財政調査
会

5714 6 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3574号 昭和５４年度 (収)昭54.11.12
地方行財政調査
会

5714 7 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3573号 昭和５４年度 (収)昭54.11. 5
地方行財政調査
会

5714 8 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3334号 昭和５３年度 (収)昭53. 6. 5
地方行財政調査
会

5714 9 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3323号 昭和５３年度 (収)昭53. 5.15
地方行財政調査
会

5714 10 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3380号 昭和５３年度 (収)昭53. 9.11
地方行財政調査
会

5714 11 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3420号 昭和５３年度 (収)昭53.11.27
地方行財政調査
会

5714 12 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3373号 昭和５３年度 (収)昭53. 8.28
地方行財政調査
会
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5714 13 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3330号 昭和５３年度 (収)昭53. 5.29
地方行財政調査
会

5714 14 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3303号 昭和５３年度 (収)昭53. 4. 3
地方行財政調査
会

5714 15 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3249号 昭和５２年度 (収)昭52.11.28
地方行財政調査
会

5714 16 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3249号 昭和５２年度 (収)昭52.11.28
地方行財政調査
会

5714 17 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3211号 昭和５２年度 (収)昭52. 9.22
地方行財政調査
会

5714 18 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3215号 昭和５２年度 (収)昭52.10. 3
地方行財政調査
会

5714 19 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3211号 昭和５２年度 (収)昭52. 9.22
地方行財政調査
会

5714 20 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3185号 昭和５２年度 (収)昭52. 7.21
地方行財政調査
会

5714 21 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3177号 昭和５２年度 (収)昭52. 7.11
地方行財政調査
会

5714 22 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3167号 昭和５２年度 (収)昭52. 6.20
地方行財政調査
会

5714 23 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3059号 昭和５１年度 (収)昭51.10.12
地方行財政調査
会

5714 24 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3158号 昭和５２年度 (収)昭52. 6. 2
地方行財政調査
会

5714 25 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3060号 昭和５１年度 (収)昭51.10.12
地方行財政調査
会

5714 26 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第3241号 昭和５２年度 (収)昭52.11.14
地方行財政調査
会

5714 27 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2974号 昭和５１年度 (収)昭51. 6. 7
地方行財政調査
会

5714 28 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2954号 昭和５１年度 (収)昭51. 4.26
地方行財政調査
会

5714 29 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2927号 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 1
地方行財政調査
会

5714 30 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2932号 昭和５０年度 (収)昭51. 3. 8
地方行財政調査
会

5714 31 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2873号 昭和５０年度 (収)昭50. 9.22
地方行財政調査
会

5714 32 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2855号 昭和５０年度 (収)昭50. 8.18
地方行財政調査
会

5714 33 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2803号 昭和５０年度 (収)昭50. 5.22
地方行財政調査
会
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5714 34 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2802号 昭和５０年度 (収)昭50. 5.19
地方行財政調査
会

5714 35 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2789号 昭和５０年度 (収)昭50. 4.21
地方行財政調査
会

5714 36 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2787号 昭和５０年度 (収)昭50. 4.21
地方行財政調査
会

5714 37 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2786号 昭和５０年度 (収)昭50. 4.21
地方行財政調査
会

5714 38 地方行財政調査資料 49年度第４・四半期資料目録 昭和５０年度 (収)昭50. 4.14
地方行財政調査
会

5714 39 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2778号 昭和４９年度 (収)昭50. 3.31
地方行財政調査
会

5714 40 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2766号 昭和４９年度 (収)昭50. 3. 3
地方行財政調査
会

5714 41 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2740号 昭和４９年度 (収)昭50. 1.13
地方行財政調査
会

5714 42 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2685号 昭和４９年度 (収)昭49. 9.30
地方行財政調査
会

5714 43 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2645号 昭和４９年度 (収)昭49. 7.15
地方行財政調査
会

5714 44 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2641号 昭和４９年度 (収)昭49. 7. 1
地方行財政調査
会

5714 45 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2615号 昭和４９年度 (収)昭49. 5.13
地方行財政調査
会

5714 46 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2608号 昭和４９年度 (収)昭49. 4.30
地方行財政調査
会

5714 47 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2604号 昭和４９年度 (収)昭49. 4.18
地方行財政調査
会

5714 48 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2601号 昭和４９年度 (収)昭49. 4. 8
地方行財政調査
会

5714 49 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2594号 昭和４８年度 (収)昭49. 3.11
地方行財政調査
会

5714 50 地方行財政調査資料 地方行財政調査資料　第2583号 昭和４８年度 (収)昭49. 2.12
地方行財政調査
会

5715 1 静岡県行財政対策委員会関係綴
総合事務所化に係る自民党県議会議員の岡山県視
察時の質問事項について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.20
(決)昭55. 8.21
(施)昭55. 8.22

医務課

5715 2 静岡県行財政対策委員会関係綴
総合事務所化構想に関する意見の提出について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.15
(決)昭55. 7.16
(施)昭55. 7.16

医務課

5715 3 静岡県行財政対策委員会関係綴
出先機関の総合事務所化に関する検討結果書の提
出について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.16
(施)昭55. 6.16

医務課

5716 1 県ドッグセンター運営関係綴 復命書（ドッグセンター運営・指導） 昭和５１年度 (起)昭51. 7.28 食品衛生課
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5716 2 県ドッグセンター運営関係綴 復命書（ドッグセンター運営・指導） 昭和５１年度 (起)昭51. 5.15 食品衛生課

5716 3 県ドッグセンター運営関係綴 ドッグセンター運営関係について 昭和５１年度 (収)昭51. 7. 2
県ドッグセン
ター所長

5716 4 県ドッグセンター運営関係綴 ドッグセンター運営関係について 昭和５１年度 (収)昭51. 9.27
県ドッグセン
ター所長

5716 5 県ドッグセンター運営関係綴 子犬の里親探しと愛犬相談について 昭和５１年度 (収)昭51. 9.29
県ドッグセン
ター所長

5716 6 県ドッグセンター運営関係綴 焼却炉の補修工事に関する保証書の提出について 昭和５１年度 (収)昭52. 3. 2
県ドッグセン
ター所長

5716 7 県ドッグセンター運営関係綴 ドッグセンター運営関係について 昭和５１年度 (収)昭52. 1.22
県ドッグセン
ター所長

5716 8 県ドッグセンター運営関係綴 復命書（スリーピングボックスの補修他） 昭和５０年度 (起)昭50.12.13 食品衛生課

5716 9 県ドッグセンター運営関係綴 県ドッグセンター表示板の増設について（供覧） 昭和５２年度 (施)昭52.10. 5 食品衛生課

5716 10 県ドッグセンター運営関係綴
復命書（県ドッグセンターにおける浜松市の犬処
理についての打合せ）

昭和５２年度 (起)昭53. 3. 2 食品衛生課

5716 11 県ドッグセンター運営関係綴 県ドッグセンター脱臭剤交換工事について 昭和５２年度 (起)昭53. 3.22 食品衛生課

5716 12 県ドッグセンター運営関係綴
水質汚濁防止法及び大気汚染防止法に基づく排水
（出）基準の遵守について（供覧）

昭和５３年度 (起)昭53. 4.22 食品衛生課

5717 1
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念行事開催計画（案）
について

昭和５５年度 (起)昭55. 5. 2 食品衛生課

5717 2
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念行事について 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 8
(決)昭55. 7. 9
(施)昭55. 7. 9

食品衛生課

5717 3
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念行事実行委員の選出
について（伺い）

昭和５５年度 (起)昭55. 7. 8 食品衛生課

5717 4
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念に係る厚生大臣表彰
候補者の推薦について（供覧）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8. 5

食品衛生課

5717 5
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

復命書（狂犬病予防法施行30周年記念行事実行委
員会）

昭和５５年度 (起)昭55. 8.22 食品衛生課

5717 6
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念に係る厚生大臣表彰
候補者の推薦について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.28
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9. 1

食品衛生課

5717 7
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念式典の開催について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.18
(決)昭55. 9.25
(施)昭55. 9.25

食品衛生課

5717 8
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念誌の寄稿依頼につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.10. 4
(決)昭55.10. 6

食品衛生課

5717 9
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

復命書（狂犬病予防法施行30周年記念式典の実施
打合せ）

昭和５５年度 (起)昭55.10.25 食品衛生課

5717 10
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念講演の講師派遣につ
いて（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55.10.27
(決)昭55.10.29
(施)昭55.10.29

食品衛生課
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5717 11
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念に係る（社）静岡県
獣医師会長感謝状授与候補者の推薦について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55.11. 4
(決)昭55.11. 6
(施)昭55.11. 6

食品衛生課

5717 12
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念式典来賓案内状につ
いて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.11. 6
(決)昭55.11. 7
(施)昭55.11. 7

食品衛生課

5717 13
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念誌の発刊について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.11. 5
(決)昭55.11. 6

食品衛生課

5717 14
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念誌について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55.11. 4
(決)昭55.11. 5

食品衛生課

5717 15
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念式典におけるあいさ
つについて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.11.19
(決)昭55.11.27

食品衛生課

5717 16
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念式典に係る報道機関
への資料提供について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 1

食品衛生課

5717 17
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念式典の開催について
（お知らせ）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 3
(施)昭55.12. 3

食品衛生課

5717 18
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

復命書（狂犬病予防法施行30周年記念式典打合
せ）

昭和５５年度 (起)昭55.12. 1 食品衛生課

5717 19
狂犬病予防法施行30周年記念式典
関係綴

狂犬病予防法施行30周年記念誌の送付について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 8
(決)昭55.12. 8

食品衛生課

5718 1 猛獣レストラン関係 危険な動物の飼養施設について 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 4 食品衛生課

5718 2 猛獣レストラン関係 猛獣レストランについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 8 食品衛生課

5718 3 猛獣レストラン関係 危険な動物の飼養について（供覧） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.17 食品衛生課

5718 4 猛獣レストラン関係 猛獣レストランについて 昭和５５年度 (起)昭55. 9.19 食品衛生課

5719 1 展示動物関係 復命書（動物保護及び管理に関する法律業務） 昭和５２年度 (起)昭52.10.13 食品衛生課

5719 2 展示動物関係 復命書（動物保護及び管理に関する法律業務） 昭和５２年度 (起)昭52.12.17 食品衛生課

5720 1 分業関係綴 復命書（医薬分業指導者協議会出席） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.27 薬務課

5721 1 処方箋受入体制・医薬分業関係綴
医薬分業の推進に関連する予算措置の調査（報
告）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 7
(決)昭51. 6. 7
(施)昭51. 6. 7

薬務課

5722 1
処方せんの受入体制の整備状況等
の報告

処方箋の受入体制の整備状況等の報告について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.23
(決)昭51. 7.27
(施)昭51. 7.27

薬務課

5722 2
処方せんの受入体制の整備状況等
の報告

医薬分業に関する薬局等実態調査報告の送付につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 8.16
厚生省薬務局企
画課長

5722 3
処方せんの受入体制の整備状況等
の報告

処方箋の受入体制の整備状況等の報告について 昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.11. 2
(施)昭51.11. 2

薬務課
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5722 4
処方せんの受入体制の整備状況等
の報告

処方箋の受入体制の整備状況等の報告について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 2
(決)昭52. 2. 8
(施)昭52. 2. 8

薬務課

5723 1 処方せんの受入体制の整備 処方箋の受入体制の整備状況等の報告について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.26
(決)昭52. 4.28
(施)昭52. 4.28

薬務課

5723 2 処方せんの受入体制の整備 医薬分業に関する薬局実態調査の結果について 昭和５２年度 (収)昭52. 5.16
厚生省薬務局企
画課長

5723 3 処方せんの受入体制の整備 基金統計月報（昭和52年２月号） 昭和５１年度
社会保険診療報
酬支払基金

5723 4 処方せんの受入体制の整備 医薬分業に関する薬局実態調査の結果について 昭和５２年度 (収)昭52. 5.23
厚生省薬務局企
画課長

5723 5 処方せんの受入体制の整備 処方箋の受入体制の整備状況等の報告について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.25
(決)昭52. 8.29

薬務課

5723 6 処方せんの受入体制の整備
医薬分業に関する薬局等実態調査報告の送付につ
いて

昭和５２年度 (収)昭52. 9. 8
厚生省薬務局企
画課長

5723 7 処方せんの受入体制の整備 処方箋の受入体制の整備状況等の報告について 昭和５２年度
(起)昭52.11. 1
(決)昭52.11. 7

薬務課

5723 8 処方せんの受入体制の整備 調剤専門薬局の取扱いについて 昭和５２年度
(起)昭52.11.26
(決)昭52.11.28
(施)昭52.11.29

薬務課

5723 9 処方せんの受入体制の整備 処方箋の受入体制の整備状況等の報告について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.29
(決)昭53. 2. 2
(施)昭53. 2. 8

薬務課

5724 1 一週間分業関係綴
処方せん発行強調週間の報告のまとめの送付につ
いて

昭和５３年度 (収)昭53.10.20
厚生省薬務局企
画課担当官

5724 2 一週間分業関係綴 処方箋発行強調週間の報告について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.21
(決)昭53. 7.24

薬務課

5724 3 一週間分業関係綴 処方箋発行強調週間の報告について 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 3
(決)昭53. 7. 4

薬務課

5724 4 一週間分業関係綴 処方箋発行強調週間について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.19
(決)昭53. 6.21
(施)昭53. 6.21

薬務課

5724 5 一週間分業関係綴 院外処方せん発行週間について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 6.15
(決)昭53. 6.15

薬務課

5725 1 復命書綴 復命書（全国薬事監視係長会議） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.27 薬務課

5726 1 貸金業対策協議会 静岡県貸金業対策協議会の開催について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 1.30
(施)昭55. 1.31

商工企画課

5726 2 貸金業対策協議会 静岡県貸金業対策協議会の開催について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.28
(決)昭54. 5. 2
(施)昭54. 5. 2

商工企画課

5726 3 貸金業対策協議会 静岡県貸金業対策協議会の開催について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53.10.23 商工企画課

5727 1 叙勲関係
昭和51年度秋の叙勲候補者の内申書類の提出につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 4
(決)昭51. 6. 7
(施)昭51. 6. 8

職業訓練課

5727 2 叙勲関係 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51. 5.18
(決)昭51. 5.18
(施)昭51. 5.18

職業訓練課
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5727 3 叙勲関係
昭和51年春の叙勲及び賜杯候補者の具申書類の提
出について

昭和５０年度
(起)昭50.12. 1
(決)昭50.12. 2
(施)昭50.12. 2

職業訓練課

5727 4 叙勲関係 身分調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５０年度
(起)昭50.11.19
(決)昭50.11.19
(施)昭50.11.19

職業訓練課

5727 5 叙勲関係 昭和51年春の叙勲候補者の推薦について 昭和５０年度
(起)昭50.11.11
(決)昭50.11.11
(施)昭50.11.11

職業訓練課

5728 1 水質調査結果 大興製紙株式会社　排水水質 昭和４５年度 (収)昭46. 1.11

5728 2 水質調査結果 三興製紙富士工場　排水路別ＣＯＤ 昭和４５年度 (収)昭46. 1.11

5728 3 水質調査結果 排水の水質（ＣＯＤ）測定結果
興亜工業株式会
社

5728 4 水質調査結果 大昭和製紙株式会社　鈴川工場　排水水質

5728 5 水質調査結果 大昭和製紙株式会社　吉永工場　排水水質

5728 6 水質調査結果 大昭和製紙株式会社　富士工場　排水水質

5729 1 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法と今後の対策 昭和４６年度 (起)昭46. 7. 1

5729 2 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法 昭和４５年度

5729 3 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法による特定施設届出のしおり 昭和４６年度

5729 4 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法施行令 昭和４６年度 内閣総理大臣

5729 5 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法施行規則 昭和４６年度 内閣総理大臣

5729 6 水質汚濁防止法 排水基準を定める総理府令 昭和４６年度 内閣総理大臣

5729 7 水質汚濁防止法 経済企画庁告示第18号 昭和４５年度 経済企画庁

5729 8 水質汚濁防止法 経済企画庁告示第29号 昭和４５年度 経済企画庁

5729 9 水質汚濁防止法 経済企画庁告示第20号 昭和４６年度 経済企画庁

5729 10 水質汚濁防止法 経済企画庁告示第21号 昭和４６年度 経済企画庁

5730 1
自然休養林整備事業変更計画（沼
津市三浦地区）

第２次農業構造改善事業実施計画の変更について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.26
(決)昭54. 3.28
(施)昭54. 3.28

農政課

5730 2
自然休養林整備事業変更計画（沼
津市三浦地区）

第２次農業構造改善事業並びに自然休養村整備事
業に係る全体実施計画の変更について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 9
(決)昭54. 3.13
(施)昭54. 3.13

農政課
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5730 3
自然休養林整備事業変更計画（沼
津市三浦地区）

自然休養村整備事業に係る実施計画の変更につい
て／第２次農業構造改善事業実施計画の変更につ
いて（協議）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.21
(施)昭53. 2.21

農政課

5730 4
自然休養林整備事業変更計画（沼
津市三浦地区）

自然休養村整備事業実施計画の変更について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.18
(決)昭53. 3.20
(施)昭53. 3.22

農政課

5730 5
自然休養林整備事業変更計画（沼
津市三浦地区）

自然休養村整備計画の変更について 昭和５０年度 (収)昭50.12. 1 沼津市長

5731 1
自然休養林整備事業変更計画（佐
久間町さくま地区）

自然休養村整備事業実施計画の変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.13
(決)昭55. 9.13
(施)昭55. 9.13

農政課

5731 2
自然休養林整備事業変更計画（佐
久間町さくま地区）

自然休養村整備事業実施計画の変更について（協
議）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 9
(決)昭55. 9.11
(施)昭55. 9.11

農政課

5731 3
自然休養林整備事業変更計画（佐
久間町さくま地区）

第２次農業構造改善事業並びに自然休養村整備事
業の実施計画の変更について

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 1
(決)昭55. 3. 4
(施)昭55. 3. 4

農政課

5731 4
自然休養林整備事業変更計画（佐
久間町さくま地区）

第２次農業構造改善事業並びに自然休養村整備事
業の全体実施計画の変更について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 1.30
(施)昭55. 1.30

農政課

5732 1
農業構造改善村落特別対策事業実
施計画書

農業構造改善村落特別対策事業実施計画書 昭和５５年度 富士宮市

5732 2
農業構造改善村落特別対策事業実
施計画書

農業構造改善村落特別対策事業実施計画書 昭和５５年度 浜松市

5732 3
農業構造改善村落特別対策事業実
施計画書

農業構造改善村落特別対策事業計画概要書 昭和５５年度 大須賀町

5732 4
農業構造改善村落特別対策事業実
施計画書

農業構造改善村落特別対策事業実施計画書 昭和５５年度 吉田町

5732 5
農業構造改善村落特別対策事業実
施計画書

農業構造改善村落特別対策事業実施計画の認定に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 7.29
(決)昭55. 8. 2
(施)昭55. 8. 4

農政課

5732 6
農業構造改善村落特別対策事業実
施計画書

昭和55年度農業構造改善村落特別対策事業実施計
画の認定について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.30
(決)昭55. 7. 4
(施)昭55. 7. 4

農政課

5732 7
農業構造改善村落特別対策事業実
施計画書

農業構造改善村落特別対策事業実施計画書 昭和５５年度 御前崎町

5732 8
農業構造改善村落特別対策事業実
施計画書

農業構造改善村落特別対策事業実施計画書 昭和５５年度 湖西市

5733 1
第二次農業構造改善事業認定（浜
松市・掛川市）

昭和51年度第２次農業構造改善事業実施計画の認
定について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.21
(施)昭51. 5.21

農政課

5733 2
第二次農業構造改善事業認定（浜
松市・掛川市）

昭和51年度第２次農業構造改善事業実施計画の認
定について（協議）

昭和５１年度 (起)昭51. 5. 8 農政課

5733 3
第二次農業構造改善事業認定（浜
松市・掛川市）

昭和51年度第２次農業構造改善事業計画地区の指
定および昭和51年度同事業計画認定等にかかるヒ
アリングついて

昭和５０年度 (起)昭50. 9.27 農政課

5734 1
第二次農業構造改善事業認定（浜
岡町）

昭和53年度第２次農業構造改善事業実施計画の認
定について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.24
(施)昭53. 4.25

農政課

5734 2
第二次農業構造改善事業認定（浜
岡町）

昭和53年度第２次農業構造改善事業実施計画の認
定について（協議）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 4
(決)昭53. 4. 6
(施)昭53. 4. 6

農政課
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5734 3
第二次農業構造改善事業認定（浜
岡町）

復命書（昭和53年度認定予定農業構造改善事業局
最終協議）

昭和５２年度 (起)昭53. 3. 4 農政課

5734 4
第二次農業構造改善事業認定（浜
岡町）

復命書（昭和53年度認定予定農業構造改善事業本
協議）

昭和５２年度 (起)昭52.12.15 農政課

5734 5
第二次農業構造改善事業認定（浜
岡町）

昭和53年度認定予定農業構造改善事業土地基盤整
備（農地造成改良）事業審査概要表について（供
覧）

昭和５２年度 (起)昭53. 2. 2 農政課

5735 1
第二次農業構造改善事業認定（掛
川市）

昭和52年度第２次農業構造改善事業実施計画の認
定について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.27
(施)昭52. 5.16

農政課

5735 2
第二次農業構造改善事業認定（掛
川市）

昭和52年度第２次農業構造改善事業実施計画の認
定について（協議）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 4
(決)昭52. 4.11
(施)昭52. 4.12

農政課

5735 3
第二次農業構造改善事業認定（掛
川市）

掛川農協の農業倉庫について 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 7 農政課

5735 4
第二次農業構造改善事業認定（掛
川市）

農業団体農業構造改善推進事業連絡会議 昭和５１年度 (起)昭51. 9.14 農政課

5736 1
第二次農業構造改善事業認定（大
東町）

第２次農業構造改善事業（土方地区） 昭和５２年度 農政課

5737 1 国有林野の活用の協議について 国有林野の活用について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.22
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

農政課

5737 2 国有林野の活用の協議について 国有林野の活用の協議について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.10
(決)昭55. 3.10
(施)昭55. 3.10

農政課

5738 1
農業構造改善事業促進対策費補助
金交付要綱の一部改正

農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱の改
正について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 6.30
(施)昭55. 7. 1

農政課

5738 2
農業構造改善事業促進対策費補助
金交付要綱の一部改正

農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱の一
部改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 関東農政局長

5739 1
病害虫発生予察事業成績書（年
報）

病害虫発生予察事業成績書（年報） 昭和５５年度 茶業試験場

5740 1
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

農業就業改善推進事業関係通達集 昭和５８年度 (収)昭58. 8.  
農林水産省構造
改善局就業改善
課

5740 2
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

「農業就業改善推進事業の実施について」の一部
改正について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60.10. 3
(施)昭60.10. 3

農政課

5740 3
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

農業就業改善推進事業実施要領等の一部改正につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 9.20
(決)昭58. 9.29
(施)昭58. 9.29

農政課

5740 4
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

農業就業改善推進事業実施要領等の一部改正につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 9
(決)昭54. 7.12
(施)昭54. 7.18

農政課

5740 5
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

「農業就業改善推進事業の実施について」の一部
改正について

昭和５４年度 (収)昭54. 7. 5 関東農政局長

5740 6
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

昭和53年度農業就業改善推進事業関係資料（その
１）

昭和５３年度 静岡県農業会議

5740 7
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

昭和53年度農業就業改善推進事業関係資料（その
２）

昭和５３年度 静岡県農業会議
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5740 8
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

昭和53年度農業就業改善推進事業予算関係資料 昭和５３年度 静岡県農業会議

5740 9
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

農業就業改善推進事業実施要領について 昭和５１年度 (収)昭51. 6.12 農林事務次官

5740 10
農業就業改善推進事業（要領・要
綱）

農業就業改善推進事業の実施について 昭和５１年度 (収)昭51. 7. 2
農林省構造改善
局長

5741 1
農地移動適正化あっせん基準（変
更後）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 9
(決)昭54. 6.16
(施)昭54. 6.16

農政課

5741 2
農地移動適正化あっせん基準（変
更後）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.10
(施)昭54. 5.29

農政課

5741 3
農地移動適正化あっせん基準（変
更後）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

農政課

5741 4
農地移動適正化あっせん基準（変
更後）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.23
(決)昭54. 2.27
(施)昭54. 2.27

農政課

5741 5
農地移動適正化あっせん基準（変
更後）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.12.15
(決)昭53.12.19
(施)昭53.12.19

農政課

5741 6
農地移動適正化あっせん基準（変
更後）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.10.24
(決)昭53.10.28
(施)昭53.10.28

農政課

5741 7
農地移動適正化あっせん基準（変
更後）

農地移動適正化あっせん基準の認定について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53.10.14
(決)昭53.10.17
(施)昭53.10.17

農政課

5741 8
農地移動適正化あっせん基準（変
更後）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 7
(決)昭53.10.11
(施)昭53.10.12

農政課

5742 1 農地移動実態調査 要整備量調査 昭和５６年度 農地企画課

5742 2 農地移動実態調査 昭和56年農地移動実態調査 昭和５６年度 農地企画課

5742 3 農地移動実態調査 昭和55年農地移動実態調査 昭和５５年度 農地企画課

5742 4 農地移動実態調査 昭和54年農地移動実態調査 昭和５４年度 農地企画課

5742 5 農地移動実態調査 昭和53年農地移動実態調査 昭和５３年度 農地企画課

5742 6 農地移動実態調査 昭和52年農地移動実態調査 昭和５２年度 農地企画課

5743 1 農業用水施設一覧表 農業用水施設一覧表 昭和５１年度
関東農政局計画
部

5744 1 特殊土じょう対策促進協議会
特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の
一部改正について（通知）

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 5
国土庁地方振興
局山村豪雪地帯
振興課長

5744 2 特殊土じょう対策促進協議会 特殊土じょう地帯対策関係例規集 昭和５６年度
国土庁地方振興
局
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5744 3 特殊土じょう対策促進協議会
特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の
期間延長のための世話人国会議員懇談会の開催に
ついて（ご案内）

昭和５６年度 (収)昭56.12. 3
特殊土じょう対
策促進協議会理
事長

5744 4 特殊土じょう対策促進協議会
特殊土じょう対策促進世話人国会議員懇談会の申
し合わせ事項について（連絡）

昭和５６年度 (収)昭56. 9.11
特殊土じょう対
策促進協議会事
務局長

5744 5 特殊土じょう対策促進協議会
特殊土じょう指定地帯畑地整備状況調査について
（回答）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(決)昭56. 8.24
(施)昭56. 8.24

農地企画課

5744 6 特殊土じょう対策促進協議会
特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の
期間延長のための世話人国会議員懇談会の開催に
ついて（ご案内）

昭和５６年度 (収)昭56. 8.11
特殊土じょう対
策促進協議会理
事長

5744 7 特殊土じょう対策促進協議会
復命書（「特土法」期限延長に関する担当課長会
議）

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 4 農地企画課

5744 8 特殊土じょう対策促進協議会
「特土法」期限延長等促進活動に必要な調査につ
いて（回答）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.25
(決)昭56. 5.28
(施)昭56. 5.28

農地企画課

5744 9 特殊土じょう対策促進協議会
「特土法」期限延長等促進活動に必要な調査につ
いて（回答）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.14
(決)昭56. 5.15
(施)昭56. 5.15

農地企画課

5744 10 特殊土じょう対策促進協議会
特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法
（特土法）メリット調査について（報告）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.13
(決)昭56. 5.15
(施)昭56. 5.15

農地企画課

5744 11 特殊土じょう対策促進協議会
特殊土じょう地帯対策事業残事業及び要望事項調
査について（照会）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.27
(決)昭56. 4.28
(施)昭56. 4.28

農地企画課

5744 12 特殊土じょう対策促進協議会
特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法
（特土法）メリット調査について（依頼）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.14
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

農地企画課

5744 13 特殊土じょう対策促進協議会 復命書（特殊土じょう地帯対策担当者会議出席） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.14 農地企画課

5744 14 特殊土じょう対策促進協議会 特殊土じょう地帯対策担当者会議の出席について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.21
(施)昭56. 1.21

農地企画課

5744 15 特殊土じょう対策促進協議会 分担金の納入について（支出負担行為伺書） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 7
(決)昭55. 7. 7

農地企画課

5744 16 特殊土じょう対策促進協議会 復命書（特殊土じょう対策促進協議会出席） 昭和５５年度 (起)昭55. 7. 3 農地企画課

5744 17 特殊土じょう対策促進協議会 復命書（特殊土じょう対策第34回会員総会出席） 昭和５４年度 (起)昭54. 7. 2 農地企画課

5744 18 特殊土じょう対策促進協議会 分担金の納入について（支出負担行為伺書） 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 6
(決)昭54. 7.11

農地企画課

5744 19 特殊土じょう対策促進協議会 分担金の納入について（支出負担行為伺書） 昭和５３年度
(起)昭53. 6.27
(決)昭53. 6.30

農地企画課

5744 20 特殊土じょう対策促進協議会 復命書（特殊土じょう対策第33回会員総会出席） 昭和５３年度 (起)昭53. 6.21 農地企画課

5745 1
農用地建設業務統計（受益形態別
集計表）

農用地建設業務統計（受益形態別集計表）　－昭
和56・57年度－

昭和５９年度 (収)昭59. 7.  
農林水産省構造
改善局

5745 2
農用地建設業務統計（受益形態別
集計表）

農用地建設業務統計（受益形態別集計表）　－昭
和55・56年度－

昭和５８年度 (収)昭58. 7.  
農林水産省構造
改善局
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5745 3
農用地建設業務統計（受益形態別
集計表）

農用地建設業務統計（受益形態別集計表）　－昭
和54・55年度－

昭和５７年度 (収)昭58. 3.  
農林水産省構造
改善局

5745 4
農用地建設業務統計（受益形態別
集計表）

農用地建設業務統計（受益形態別集計表）　－昭
和53・54年度－

昭和５６年度 (収)昭57. 3.  
農林水産省構造
改善局

5745 5
農用地建設業務統計（受益形態別
集計表）

農用地建設業務統計（受益形態別集計表）　－昭
和52・53年度－

昭和５５年度 (収)昭55.12.  
農林水産省構造
改善局

5746 1 農用地建設業務統計 農用地建設業務統計　－昭和55・56年度－ 昭和５８年度
農林水産省構造
改善局

5746 2 農用地建設業務統計 農用地建設業務統計　－昭和56・57年度－ 昭和５９年度
農林水産省構造
改善局

5746 3 農用地建設業務統計 農用地建設業務統計　－昭和58年度－ 昭和６０年度
農林水産省構造
改善局

5747 1
土地改良事業計画設計基準第２部
計画水理改良施設

土地改良事業計画設計基準　第２部　計画　第14
編　水管理化医療施設（案）

昭和５２年度
社団法人農業土
木学会

5748 1
計画基準作成調査報告書（水管理
改良施設）

昭和51年度計画基準作成調査（水管理改良施設）
報告書　昭和52年３月

昭和５１年度
社団法人農業土
木学会

5749 1
計画基準作成調査報告書（公害対
策）

昭和51年度計画基準作成調査（公害対策）報告書　
昭和52年３月

昭和５１年度
社団法人農業土
木学会

5750 1
計画基準作成調査報告書（配水施
設）

計画基準作成調査（排水施設）総括報告書　昭和
52年３月

昭和５１年度
社団法人農業土
木学会

5751 1
土地利用案件オイスカ高校（浜
松）中野学園

土地利用事業（中野学園）担当者打合せ会 昭和５６年度 農地企画課

5751 2
土地利用案件オイスカ高校（浜
松）中野学園

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和５６年度 (起)昭56.10. 5 農地企画課

5751 3
土地利用案件オイスカ高校（浜
松）中野学園

実施計画承認申請書 昭和５６年度
学校法人中野学
園

5752 1
土地利用案件富士アサヒカント
リー事前協議産報

土地利用対策委員会の幹事会及び現地調査につい
て

昭和５６年度 (収)昭56.10.30 土地対策課

5752 2
土地利用案件富士アサヒカント
リー事前協議産報

土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.29 土地対策課

5752 3
土地利用案件富士アサヒカント
リー事前協議産報

土地改良事業（開拓地整備事業名富士地区）に関
連する土地利用事業案件の処理について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.18
(決)昭55. 7.23
(施)昭55. 7.23

農地企画課

5753 1 土地利用案件蛇塚砂利採取
土地利用対策委員会幹事会の検討資料について
（蛇塚防災事業組合）

昭和５４年度 (収)昭55. 1.16 土地対策課

5754 1 全国地下水（深井戸）資料台帳 全国地下水（深井戸）資料台帳　1963年 昭和４６年度 (収)昭46. 8.27
経済企画庁開発
局国土調査課

5755 1 土地利用変動状況調査票 土地利用変動状況調査票（県控分） 農地企画課

5756 1 農村総合整備業務統計調査
昭和57年度農村総合整備業務統計調査　市町村調
査票（２町）

昭和５７年度 農地企画課

5756 2 農村総合整備業務統計調査
昭和56年度農村総合整備業務統計調査　市町村調
査票（浜松市他12市町村））

昭和５６年度 農地企画課
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5756 3 農村総合整備業務統計調査
昭和55年度農村総合整備業務統計調査　市町村調
査票（浜松市他９市町村））

昭和５５年度 農地企画課

5757 1
昭和55年度農村総合整備計画概要
書

昭和55年度農村総合整備計画概要書 昭和５６年度 (収)昭56. 5. 6
国土庁地方振興
局農村整備課

5758 1
関東ブロック農村総合整備モデル
事業

復命書（昭和58年度農村総合整備モデル事業担当
者会議）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.26 農地企画課

5758 2
関東ブロック農村総合整備モデル
事業

復命書（昭和57年度農村総合整備モデル事業担当
者会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 7 農地企画課

5758 3
関東ブロック農村総合整備モデル
事業

復命書（昭和56年度農村総合整備モデル事業担当
者会議）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.30 農地企画課

5758 4
関東ブロック農村総合整備モデル
事業

復命書（昭和55年度農村総合整備モデル事業担当
者会議）

昭和５５年度 (起)昭55.10. 8 農地企画課

5758 5
関東ブロック農村総合整備モデル
事業

資料（昭和54年度農村総合整備モデル事業担当者
会議）

昭和５４年度 農地企画課

5759 1 企画調査・計画担当者会議資料
昭和55年度第３回企画調査・計画担当者会議資料
集

昭和５５年度 農地企画課

5759 2 企画調査・計画担当者会議資料
昭和55年度第２回企画調査・計画担当者会議資料
集

昭和５５年度 農地企画課

5759 3 企画調査・計画担当者会議資料
昭和55年度第１回企画調査・計画担当者会議資料
集

昭和５５年度 農地企画課

5759 4 企画調査・計画担当者会議資料
昭和54年度第２回企画調査・計画担当者会議資料
集

昭和５４年度 農地企画課

5759 5 企画調査・計画担当者会議資料
昭和54年度第１回企画調査・計画担当者会議資料
集

昭和５４年度 農地企画課

5759 6 企画調査・計画担当者会議資料
昭和53年度第２回企画調査・計画担当者会議資料
集

昭和５３年度 農地企画課

5759 7 企画調査・計画担当者会議資料
昭和53年度第１回企画調査・計画担当者会議資料
集

昭和５３年度 農地企画課

5760 1
農地開発事業調査計画検討会議議
事次第

農地開発事業調査計画検討会議議事次第 昭和５５年度 (収)昭55. 6.23 関東農政局

5761 1 農用地開発事業執務参考資料 農用地開発事業執務参考資料 昭和５５年度
関東農政局計画
課

5762 1
補助土地改良事業等の執務資料＜
共通事項＞

補助土地改良事業等の執務資料＜共通事項＞ 昭和５５年度
関東農政局事業
計画課

5763 1
補助土地改良事業等に関する法
律、通達及び関連諸施策（その
１）

補助土地改良事業等に関する法律、通達及び関連
諸施策（その１）

昭和５５年度
関東農政局事業
計画課

5764 1
補助土地改良事業等に関する法
律、通達及び関連諸施策（その
２）

補助土地改良事業等に関する法律、通達及び関連
諸施策（その２）

昭和５５年度
関東農政局事業
計画課

5765 1
補助土地改良事業等調査計画関係
執務資料

補助土地改良事業等調査計画関係執務資料 昭和５５年度
関東農政局事業
計画課
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5766 1
土地改良調査計画・ほ場整備事
業・土地改良総合整備事業の執務
資料

土地改良調査計画・ほ場整備事業・土地改良総合
整備事業の執務資料

昭和５５年度
関東農政局事業
計画課

5767 1 農道整備事業の執務資料 農道整備事業の執務資料 昭和５５年度
関東農政局事業
計画課

5768 1
補助土地改良事業等の執務資料＜
資源・経済編＞

補助土地改良事業等の執務資料＜資源・経済編＞ 昭和５５年度
関東農政局事業
計画課

5769 1
都県営等土地改良事業調査計画担
当者会議資料（計画担当及び調査
関係）

都県営等土地改良事業調査計画担当者会議資料
（計画担当及び調査関係）

昭和５４年度
関東農政局事業
計画課

5770 1
都県営等土地改良事業調査計画担
当者会議資料（事業計画）

都県営等土地改良事業調査計画担当者会議資料
（事業計画）

昭和５４年度
関東農政局事業
計画課

5771 1
都県営等土地改良事業調査計画担
当者会議資料（農用地開発事業執
務参考資料）

都県営等土地改良事業調査計画担当者会議資料
（農用地開発事業執務参考資料）

昭和５４年度
関東農政局事業
計画課

5772 1
都県営等土地改良事業調査計画担
当者会議資料（資源・経済編）

都県営等土地改良事業調査計画担当者会議資料
（資源・経済編）

昭和５４年度
関東農政局事業
計画課

5773 1
団体営農道整備事業計画「様式お
よび提出資料」

団体営農道整備事業計画「様式および提出資料」 昭和５４年度
関東農政局事業
計画課

5774 1 新規県ぽ、稲転、土地集積関係綴 農地利用の集積の促進について 昭和５４年度 (収)昭54. 4. 5 農政課

5774 2 新規県ぽ、稲転、土地集積関係綴
県営畑総　都田南部地区の法手続きについて（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.30
(決)昭54. 3.30
(施)昭54. 3.30

農地企画課

5774 3 新規県ぽ、稲転、土地集積関係綴 農地利用の集積促進に係る念書提出について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.30
(決)昭54. 3.30
(施)昭54. 3.30

農地企画課

5774 4 新規県ぽ、稲転、土地集積関係綴
農業基盤整備推進に伴う土地利用の集積促進につ
いて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 8
(決)昭54. 3.17
(施)昭54. 3.22

農地企画課

5774 5 新規県ぽ、稲転、土地集積関係綴 水田利用再編対策推進に係る意見書について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.27
(決)昭54. 2.27
(施)昭54. 2.28

農地企画課

5775 1 新規稲転関係念書等綴 農地利用の集積促進に係わる念書の提出について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 4
(決)昭55. 3. 8
(施)昭55. 3. 8

農地企画課

5775 2 新規稲転関係念書等綴 農地利用の集積促進に係る念書の提出について 昭和５４年度
(起)昭54.11.10
(決)昭54.11.17
(施)昭54.11.17

農地企画課

5775 3 新規稲転関係念書等綴 水田利用再編対策推進に係る意見書について 昭和５４年度
(起)昭54.11.12
(決)昭54.11.15
(施)昭54.11.17

農地企画課

5776 1 51畑総実績報告書 昭和51年度県営畑総事業の実績報告書について 昭和５２年度
(起)昭52. 6. 4
(施)昭52. 6.10

水利整備課

5777 1 52畑総実績報告書
昭和52年度畑地帯総合土地改良事業の実績報告書
について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.29
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 8

水利整備課

5778 1 52畑総浜北地区補助金交付申請書
昭和52年度畑地帯総合土地改良事業の実績報告書
について（国土総合開発事業調整費）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.20
(決)昭53. 5.24
(施)昭53. 5.25

水利整備課

5778 2 52畑総浜北地区補助金交付申請書
昭和52年度畑地帯総合土地改良事業遂行状況報告
及び補助金概算払請求書について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.11
(決)昭53. 3.13
(施)昭53. 3.13

水利整備課
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5778 3 52畑総浜北地区補助金交付申請書
昭和52年度畑地帯総合土地改良事業第３四半期概
算払請求書について

昭和５２年度
(起)昭52.12. 1
(決)昭52.12. 1
(施)昭52.12. 2

水利整備課

5778 4 52畑総浜北地区補助金交付申請書
昭和52年度畑総事業（国土総合開発事業調整費）
補助金交付申請書について

昭和５２年度
(起)昭52.10. 3
(決)昭52.10. 4
(施)昭52.10. 5

水利整備課

5778 5 52畑総浜北地区補助金交付申請書
昭和52年度国土総合開発事業調整費の割当につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 9.28
(決)昭52. 9.29
(施)昭52. 9.29

水利整備課

5778 6 52畑総浜北地区補助金交付申請書
昭和52年度国土総合開発事業調整費の割当につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 9.28
(決)昭52. 9.29
(施)昭52. 9.29

水利整備課

5779 1 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場の開設及び卸売業務許可証の記載事
項変更に伴う書換えについて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 6.24
(決)昭56. 6.25
(施)昭56. 6.25

みかん園芸課

5779 2 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場の開設及び卸売業務許可証の記載事
項変更に伴う書換えについて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.24
(決)昭56. 1.28
(施)昭56. 1.29

みかん園芸課

5779 3 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（花き部）の開設及び卸売業務の許
可について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.26
(決)昭55. 1.31
(施)昭55. 1.31

消費生活課

5779 4 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（花き部）廃止の許可及び卸売業務
廃止の届出について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.26
(決)昭55. 1.31
(施)昭55. 1.31

消費生活課

5779 5 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場の開設及び卸売業務許可証の記載事
項変更に伴う書換について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.25
(決)昭54. 9.26
(施)昭54. 9.26

消費生活課

5779 6 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（青果部）の開設及び卸売業務の許
可について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.19
(決)昭54. 6.21
(施)昭54. 6.23

消費生活課

5779 7 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（青果部）廃止の許可及び卸売業務
廃止の届出について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.19
(決)昭54. 6.21
(施)昭54. 6.23

消費生活課

5779 8 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（青果部）廃止の許可及び卸売業務
廃止の届出について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.30
(施)昭54. 5.30

消費生活課

5779 9 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（花き部）の開設及び卸売業務の許
可について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 3.29
(施)昭54. 3.31

消費生活課

5779 10 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（青果部）の開設及び卸売業務の許
可について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.12.16
(決)昭53.12.25
(施)昭53.12.26

消費生活課

5779 11 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（青果部）廃止の許可及び卸売業務
廃止の届出について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.12.16
(決)昭53.12.25
(施)昭53.12.26

消費生活課

5779 12 卸売市場許認可関係綴
地方卸売市場（青果部）廃止の許可及び卸売業務
廃止の届出について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.13
(決)昭53. 7.21
(施)昭53. 7.22

消費生活課

5779 13 卸売市場許認可関係綴
掛川青果市場森分場の廃止許可申請書の処理につ
いて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 8
(決)昭53. 6.10
(施)昭53. 6.10

消費生活課

5779 14 卸売市場許認可関係綴 掛川青果市場森分場の休止について（供覧） 昭和５３年度
(起)昭53. 5.16
(決)昭53. 5.17
(施)昭53. 5.17

消費生活課

5780 1 地場野菜生産流通対策綴 共同研究活動成果報告書の提出について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.26
(施)昭56. 3.26

みかん園芸課

5780 2 地場野菜生産流通対策綴 復命書（東部地域地場野菜対策協議会） 昭和５５年度 (起)昭55.10. 1 みかん園芸課

5780 3 地場野菜生産流通対策綴 地場野菜生産流通対策の推進について 昭和５５年度 (起)昭55. 8. 7 みかん園芸課
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5780 4 地場野菜生産流通対策綴 地場野菜生産流通対策打合せ会の開催について 昭和５５年度 (起)昭55. 8. 2 みかん園芸課

5780 5 地場野菜生産流通対策綴 地場野菜生産流通対策研究会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.14
(決)昭55. 7.16
(施)昭55. 7.16

みかん園芸課

5781 1
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

東富士演習場周辺畜産事業費補助金の交付確定に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 1
(決)昭53. 5. 4
(施)昭53. 5. 4

畜産課

5781 2
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

東富士演習場周辺畜産事業実績報告書の提出につ
いて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 3
(決)昭53. 4. 7
(施)昭53. 4. 7

畜産課

5781 3
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

昭和52年度東富士演習場周辺畜産事業の工事完了
報告書の提出について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.25

畜産課

5781 4
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

補助事業等着手報告書の提出について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.21
(決)昭53. 1.23
(施)昭53. 1.23

畜産課

5781 5
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

東富士演習場周辺畜産事業補助金の交付について 昭和５２年度 (起)昭52.12.24 畜産課

5781 6
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

昭和52年度東富士演習場周辺畜産事業補助金等交
付申請書の提出について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52.12.19
(決)昭52.12.20
(施)昭52.12.20

畜産課

5781 7
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

昭和52年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金の
内示について

昭和５２年度
(起)昭52.12. 7
(決)昭52.12. 8
(施)昭52.12. 8

畜産課

5781 8
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

昭和52年度東富士演習場周辺畜産事業計画変更承
認申請書の提出について

昭和５２年度
(起)昭52.10.25
(決)昭52.10.25
(施)昭52.10.25

畜産課

5781 9
東富士演習場周辺畜産事業綴
（１）

昭和52年度東富士演習場周辺畜産事業計画書につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 5.30
(決)昭52. 5.31
(施)昭52. 5.31

畜産課

5782 1
東富士演習場周辺畜産事業綴
（２）

昭和51年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金の
交付確定について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.22
(決)昭52. 4.25
(施)昭52. 4.25

畜産課

5782 2
東富士演習場周辺畜産事業綴
（２）

昭和51年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
実績報告書の提出について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 5
(決)昭52. 4. 6
(施)昭52. 4. 7

畜産課

5782 3
東富士演習場周辺畜産事業綴
（２）

昭和51年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
の工事完了報告書の提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.31
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

畜産課

5782 4
東富士演習場周辺畜産事業綴
（２）

昭和51年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
の着手報告書の提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.14
(施)昭52. 3.14

畜産課

5782 5
東富士演習場周辺畜産事業綴
（２）

東富士演習場周辺畜産事業（１期分）補助金の交
付について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.28
(決)昭52. 3. 1

畜産課

5782 6
東富士演習場周辺畜産事業綴
（２）

昭和51年度東富士演習場周辺畜産事業（１期分）
補助金交付申請書の提出について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 1.24
(決)昭52. 1.24
(施)昭52. 1.24

畜産課

5782 7
東富士演習場周辺畜産事業綴
（２）

昭和51年度繰越明許費調書の提出について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 7
(決)昭52. 1.11
(施)昭52. 1.11

畜産課

5782 8
東富士演習場周辺畜産事業綴
（２）

昭和51年度東富士演習場周辺畜産事業費補助金の
内示について

昭和５１年度
(起)昭51.10. 5
(決)昭51.10. 5
(施)昭51.10. 5

畜産課

5783 1
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

東富士演習場周辺畜産事業実績報告書の提出につ
いて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52.12.19
(決)昭52.12.19
(施)昭52.12.20

畜産課

5783 2
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

東富士演習場周辺畜産事業費補助金の交付確定に
ついて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52.12.23
(決)昭53. 1.10
(施)昭53. 1.10

畜産課
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5783 3
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

東富士演習場周辺畜産事業（昭和51年度繰越分）
の工事完了報告書の提出について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52.11.29
(決)昭52.11.30
(施)昭52.11.30

畜産課

5783 4
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

昭和52年度東富士演習場周辺畜産事業計画の変更
承認について

昭和５２年度
(起)昭52.10.21
(決)昭52.10.21
(施)昭52.10.22

畜産課

5783 5
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

補助事業等計画変更承認申請書の提出について
（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.10.14
(決)昭52.10.17
(施)昭52.10.17

畜産課

5783 6
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

補助事業等着手報告書の提出について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 8.18
(決)昭52. 8.20
(施)昭52. 8.20

畜産課

5783 7
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

東富士演習場周辺畜産事業に係る計画変更につい
て（承認）

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 8
(決)昭52. 8. 8

畜産課

5783 8
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

補助事業等計画変更承認申請の提出について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.25
(決)昭52. 7.25

畜産課

5783 9
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

出納長印の証明書および委任状の発行依頼につい
て（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.26
(決)昭52. 5.26
(施)昭52. 5.26

畜産課

5783 10
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

東富士演習場周辺畜産事業費補助金（出来高第１
回）申請書の提出について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.19
(決)昭52. 5.23
(施)昭52. 5.23

畜産課

5783 11
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

東富士演習場周辺畜産事業費補助金の交付につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 5.25
(決)昭52. 6. 1

畜産課

5783 12
東富士演習場周辺畜産事業綴
（３）

昭和52年度東富士演習場周辺畜産事業（第１期
分）補助金等交付申請書の提出について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.14
(決)昭52. 5.16
(施)昭52. 5.16

畜産課

5784 1
東富士演習場周辺畜産事業綴
（４）

東富士演習場周辺畜産事業の実施について 昭和５２年度 (収)昭52. 7. 2
東富士演習場地
域協議会会長

5784 2
東富士演習場周辺畜産事業綴
（４）

東富士演習場周辺畜産事業の実施について 昭和５２年度
(起)昭52. 6. 6
(決)昭52. 6. 8
(施)昭52. 6. 8

畜産課

5784 3
東富士演習場周辺畜産事業綴
（４）

昭和51・52年度東富士演習場周辺畜産事業概要計
画書の提出について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 9
(決)昭51. 6.10
(施)昭51. 6.10

畜産課

5785 1 東富士畜産事業綴
昭和36年度東富士演習場地区畜産事業により設置
した育雛鶏舎の移設について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.11. 1
(決)昭51.11. 5
(施)昭51.11. 5

畜産課

5785 2 東富士畜産事業綴
昭和36年度東富士演習場地区畜産事業により設置
した育雛鶏舎の用途変更について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.10
(決)昭52. 5.20
(施)昭52. 5.20

畜産課

5785 3 東富士畜産事業綴 食肉処理施設の運営使用状況について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 6
(決)昭52. 4. 6
(施)昭52. 4. 6

畜産課

5785 4 東富士畜産事業綴 食肉加工処理施設の運転開始に至る経過について 昭和５１年度
(起)昭51.11.20
(決)昭51.11.29
(施)昭51.12.10

畜産課

5785 5 東富士畜産事業綴 補助事業に係る設計審査等について（依頼） 昭和５１年度 (起)昭51. 6.29 畜産課

5785 6 東富士畜産事業綴 防衛施設周辺整備事業について（回答） 昭和５１年度 (起)昭51. 6.29 畜産課

5785 7 東富士畜産事業綴
昭和50年度東富士演習場周辺畜産事業（食肉処理
施設）中間出来高確認について（依頼）

昭和５１年度 (起)昭51. 6.21 畜産課
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5785 8 東富士畜産事業綴
富士演習場（東富士地区）周辺農業用施設設置助
成事業により設置した個人施設（畜舎）の使用状
況について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.25
(決)昭51. 5.29
(施)昭51. 5.29

畜産課

5786 1
食肉処理施設関係綴（東富士演習
場周辺事業）

食肉センター利用実績並びに今後の運営計画につ
いて

昭和５２年度
御殿場農業協同
組合

5786 2
食肉処理施設関係綴（東富士演習
場周辺事業）

食肉処理施設の運営について 昭和５２年度 (収)昭52. 6.20
東富士開発農業
協同組合

5786 3
食肉処理施設関係綴（東富士演習
場周辺事業）

食肉処理施設の運営および使用状況の報告につい
て（進達）

昭和５２年度 (収)昭52. 4.27
東富士畜産指導
所長

5787 1 昭和51年度事業資料綴（東富士）
東富士演習場周辺畜産事業畜産物流通施設食品加
工製造施設製造計画及び設備・建物等の設計の算
出基礎資料

昭和５１年度
東富士開発農業
協同組合

5787 2 昭和51年度事業資料綴（東富士） 畜産物流通加工施設建設用地取得交渉記録 昭和５１年度
東富士開発農業
協同組合

5787 3 昭和51年度事業資料綴（東富士） 土地対指示事項

5787 4 昭和51年度事業資料綴（東富士） 御殿場市土地利用対策委員会について 昭和５１年度
御殿場市土地利
用対策委員会

5787 5 昭和51年度事業資料綴（東富士） 協定書 昭和５１年度
東富士開発農業
協同組合他

5787 6 昭和51年度事業資料綴（東富士） 合意議事録 昭和４９年度 (収)昭50. 3.31 防衛事務次官他

5787 7 昭和51年度事業資料綴（東富士）
東富士演習場使用に伴う関係市町との行政に関す
る協定

昭和５０年度 (収)昭50. 4.15 防衛事務次官他

5787 8 昭和51年度事業資料綴（東富士）
東富士演習場周辺第３次権利者生活安定事業計画
方針

昭和４９年度 (収)昭50. 3.  
東富士演習場地
域農民再建連盟

5787 9 昭和51年度事業資料綴（東富士） 東富士演習場民生安定（生活安定）事業総括表
東富士演習場地
域協議会

5787 10 昭和51年度事業資料綴（東富士） 業務報告書 昭和４９年度
東富士開発農業
協同組合

5787 11 昭和51年度事業資料綴（東富士） 畜産物流通加工施設計画に関する説明書 昭和５０年度 (収)昭51. 3.  
東富士開発農業
協同組合

5787 12 昭和51年度事業資料綴（東富士）
昭和51年度東富士演習場周辺畜産事業計画変更に
関する要望書（進達）

昭和５０年度 (収)昭51. 3.24
東富士畜産指導
所長

5787 13 昭和51年度事業資料綴（東富士）
東富士演習場周辺畜産事業計画に基づく畜産物流
通加工施設設置に関する計画書

昭和５０年度
東富士開発農業
協同組合

5788 1
昭和51年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和51年度民有林林道開設事業計画路線実態調書 昭和５１年度 森林保全課

5789 1
昭和52年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和52年度民有林林道開設事業計画路線実態調書 昭和５２年度 森林保全課

5790 1 公共林道補正 昭和52年度公共林道補正 昭和５２年度 森林保全課
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5791 1
間伐林道実施路線及び要望路線位
置図

間伐林道実施路線及び要望路線位置図 昭和５２年度 森林保全課

5792 1 例規綴 林道事業全体計画調査測量設計仕様書について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.28
(決)昭53. 6.29
(施)昭53. 6.29

造林課

5792 2 例規綴
林道災害復旧事業費および林道災害関連事業費査
定要領の一部改正について

昭和５３年度 (起)昭54. 3.29 造林課

5792 3 例規綴 林道事業補助金の概算払 昭和５３年度
(起)昭54. 3.12
(決)昭54. 3.12
(施)昭54. 3.12

造林課

5792 4 例規綴
林道事業施行要領、林道事業取扱要領及び県営林
道施行要領の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3.10
(施)昭54. 3.10

造林課

5792 5 例規綴
林業集落基盤総合整備事業実施要綱及び同要綱の
運用の制定について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.24
(決)昭53. 7.24
(施)昭53. 7.24

造林課

5792 6 例規綴
林業関係事業補助金等交付要綱の一部改正につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 7.21
(決)昭53. 7.21
(施)昭53. 7.21

造林課

5792 7 例規綴
「森林法施行令第11条第４号、第12条第１項及び
別表第２の規定に基づき農林水産大臣が定める事
項及び基準について」の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.21
(決)昭53. 7.21
(施)昭53. 7.21

造林課

5792 8 例規綴
民有林林道開設、改良事業国庫補助要領及び農林
漁業用揮発油税財源身替林道整備事業国庫補助要
領の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.12
(決)昭53. 6.12
(施)昭53. 6.12

造林課

5792 9 例規綴
「本庁契約にかかる機械橋梁等の製作据付け工事
に関し、参考見積書を徴するものの事務取扱」の
一部改正について（通知）

昭和５２年度
(起)昭53. 1.25
(決)昭53. 1.31
(施)昭53. 2. 1

造林課

5792 10 例規綴
林道関係事業補助金の交付に関する事務取扱いに
ついての一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52.12. 3
(決)昭52.12. 7
(施)昭52.12. 7

造林課

5792 11 例規綴
林道関係事業補助金等交付要綱の一部改正（依
頼）について

昭和５２年度
(起)昭52.11. 9
(決)昭52.11. 9
(施)昭52.11.10

造林課

5792 12 例規綴 林道工事に使用する土工機械の実態調査について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.13
(決)昭52. 9.16
(施)昭52. 9.19

造林課

5792 13 例規綴 林道整備計画の作成について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.13
(決)昭52. 9.19
(施)昭52. 9.19

造林課

5792 14 例規綴
林道施設災害復旧事業取扱要領の一部改正につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 6
(決)昭52. 9. 7
(施)昭52. 9. 7

造林課

5792 15 例規綴
林業用施設林道に係る災害復旧事業計画概要書等
の様式を定める件の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 6
(決)昭52. 9. 7
(施)昭52. 9. 7

造林課

5792 16 例規綴
「本庁契約にかかる機械橋梁等の製作据付け工事
に関し、参考見積書を徴するものの事務取扱」の
制定について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.22
(決)昭52. 9. 3
(施)昭52. 9. 3

造林課

5792 17 例規綴 間伐林道に係る林道の構造について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.29
(決)昭52. 8.30
(施)昭52. 8.30

造林課

5792 18 例規綴 林道規程の一部改正について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.29
(決)昭52. 8.30
(施)昭52. 8.30

造林課
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5792 19 例規綴
森林法施行令、別表第２の規定に基づき農林大臣
が指定する林道について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.15
(決)昭52. 8.17
(施)昭52. 8.17

造林課

5792 20 例規綴

民有林林道と国有林林道との施行等負担協定につ
いて、峰越連絡林道工事費負担金等取扱要領峰越
連絡林道負担金について及び峰越連絡林道の維持
管理、災害復旧等についての一部改正

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 6
(決)昭52. 8.13
(施)昭52. 8.13

造林課

5792 21 例規綴
農業水産部、農地森林部所掌補助事業の事務取扱
いについて

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 3
(決)昭52. 8. 6
(施)昭52. 8. 6

造林課

5792 22 例規綴
「森林法施行令第11条第４号、第12条第１項及び
別表第２の規定に基づき農林大臣が定める事項及
び基準について」の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.28
(決)昭52. 6.30
(施)昭52. 6.30

造林課

5792 23 例規綴
静岡県建設工事執行事務決裁規程の一部改正につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 9
(決)昭51. 4.12
(施)昭51. 4.12

造林課

5792 24 例規綴

民有林林道開設事業国庫補助要領、民有林林道改
良事業国庫補助要領及び農林漁業用揮発油税財源
身替林道整備事業国庫補助要領の一部改正につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 6. 1
(決)昭52. 6. 2
(施)昭52. 6. 2

造林課

5792 25 例規綴
県単独林業振興（林道）事業採択基準の一部改正
について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.17
(決)昭52. 5.17
(施)昭52. 5.17

造林課

5792 26 例規綴

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措
置に関する法律施行規則第６条の規定による災害
復旧事業計画概要書等の様式」の一部改正につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.15
(施)昭51. 6.15

造林課

5792 27 例規綴
林道施設災害復旧事業取扱要領の一部改正につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.15
(施)昭51. 6.15

造林課

5792 28 例規綴
農林水産部農地森林部所掌補助事業の事務取扱い
について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.27
(決)昭51. 6. 1
(施)昭51. 6. 1

造林課

5792 29 例規綴
民有林林道事業設計書作成要領の一部改正につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(決)昭51. 5.21
(施)昭51. 5.21

造林課

5792 30 例規綴
民有林林道事業設計書作成要領の営繕損料等の一
部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.30
(決)昭51. 5. 1
(施)昭51. 5. 1

造林課

5792 31 例規綴
山村振興法第11条に基づく基幹道路の指定につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 4.26
(決)昭51. 4.28
(施)昭51. 4.28

造林課

5792 32 例規綴
過疎地域対策緊急措置法の施行についての一部改
正について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.26
(決)昭51. 4.28
(施)昭51. 4.28

造林課

5792 33 例規綴 林道工事標準仕様書の改正について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.23
(施)昭51. 5.10

造林課

5792 34 例規綴 林道事業に係る自然環境保全対策について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.15
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

造林課

5792 35 例規綴 路側ブロック積標準の追加について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭51. 3.30
(施)昭51. 3.30

造林課

5792 36 例規綴 林野に係る山地災害の未然防止について 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 5 造林課
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5792 37 例規綴
民有林林道と国有林林道との施行等負担協定につ
いて（協定書）

昭和５１年度
(起)昭51.11. 1
(決)昭51.11. 2
(施)昭51.11. 2

造林課

5792 38 例規綴
民有林林道と国有林林道との施行等負担協定につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 9.18
(決)昭51. 9.24
(施)昭51. 9.24

造林課

5792 39 例規綴 舗装工事標準仕様書について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.16
(決)昭51. 9.20
(施)昭51. 9.20

造林課

5792 40 例規綴
民有林林道開設事業国庫補助要領及び民有林林道
改良事業国庫補助要領の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 5
(決)昭51. 7. 5
(施)昭51. 7. 5

造林課

5793 1
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

千本県営林内昭和58年度県単独生活環境保全林整
備事業の完了に伴う施設等の引渡しについて

昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.12
(施)昭59. 5.12

治山課

5793 2
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業及び保健保安林施
設整備事業に係る施設等の維持管理に関する協定
の締結について

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1.10
(施)昭59. 1.11

治山課

5793 3
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業及び保健保安林施
設整備事業に係る施設等の維持管理に関する協定
書に基づく完成平面図等の送付について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 3.31

治山課

5793 4
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業及び保健保安林施
設整備事業の実施に伴う施設の維持管理について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 8
(決)昭58.12.12
(施)昭58.12.12

治山課

5793 5
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

生活環境保全林の維持管理に関する協定書に基づ
く竣功図等の送付について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.28
(決)昭58. 5.30
(施)昭58. 5.30

治山課

5793 6
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

生活環境保全林の施設等の維持管理に関する協定
の締結について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.21
(決)昭58. 2.22
(施)昭58. 2.23

治山課

5793 7
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業の施行に伴う施設
等の維持管理協定等事務処理について

昭和５７年度
(起)昭57.10.27
(決)昭57.10.30
(施)昭57.11. 1

治山課

5793 8
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業の施行に伴う施設
等の維持管理について

昭和５７年度
(起)昭57.10.26
(決)昭57.10.27
(施)昭57.10.27

治山課

5793 9
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

生活環境保全林の施設等の維持管理に関する協定
の締結について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 4
(施)昭57. 3. 6

治山課

5793 10
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

生活環境保全林の施設等の維持管理に関する協定
の締結について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 4
(施)昭57. 3. 6

治山課

5793 11
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業の実施に伴う施設
等の維持管理について

昭和５６年度
(起)昭56.11.12
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.18

治山課

5793 12
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業の実施に伴う施設
等の維持管理について

昭和５６年度
(起)昭56.11.12
(決)昭56.11.16
(施)昭56.11.16

治山課

5793 13
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

生活環境保全林の施設等の維持管理に関する協定
の締結について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 2.27
(施)昭56. 2.27

治山課

5793 14
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

生活環境保全林の施設等の維持管理に関する協定
の締結について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 2.27
(施)昭56. 2.27

治山課

5793 15
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業の実施に伴う施設
等の維持管理について

昭和５５年度
(起)昭55.12.15
(決)昭55.12.17
(施)昭55.12.19

治山課

5793 16
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

県単独生活環境保全林整備事業の実施に伴う施設
等の維持管理について

昭和５５年度
(起)昭55.12.15
(決)昭55.12.17
(施)昭55.12.19

治山課
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5793 17
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

生活環境保全林協定書の添付図について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 5. 1
(施)昭55. 5. 1

治山課

5793 18
生活環境保全林の維持管理に関す
る協定書綴

生活環境保全林協定書の添付図について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.19
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.23

治山課

5794 1 落橋防止関係
林道に於ける落橋防止施設を必要とする橋梁等の
調査について

昭和５３年度
(起)昭53.10.27
(決)昭53.10.28
(施)昭53.10.28

造林課

5794 2 落橋防止関係 落橋防止工設置基準について 昭和５３年度
(起)昭53.10. 2
(施)昭53.10. 3

造林課

5795 1 林道佐久間線全体計画設計書 民有林林道事業設計書 昭和５３年度 造林課

5796 1 浜岡原発２号機（３） 復命書（榛南地区組合長会議） 昭和５２年度 (起)昭53. 1.21 水産課

5796 2 浜岡原発２号機（３）
浜岡原子力発電所増設計画に伴う発電所敷地前面
海域地質調査の概要

昭和５２年度
中部電力株式会
社

5796 3 浜岡原発２号機（３） 浜岡原子力発電所３号機増設計画について 昭和５２年度
中部電力株式会
社

5796 4 浜岡原発２号機（３） 榛南５漁協組合長打合 昭和５２年度 水産課

5796 5 浜岡原発２号機（３） 水産増養殖における温海水利用の研究報告書 昭和５１年度
静岡県温水利用
研究センター

5797 1 浜岡源発３号機（１）
浜岡原子力発電所（３号機）環境影響調査書の地
元公開，周知等について

昭和５３年度
中部電力株式会
社

5797 2 浜岡源発３号機（１） 浜岡３号に関する漁協の主な動き（資料） 昭和５３年度 水産課

5797 3 浜岡源発３号機（１）
環境庁水質規制課よりの質問事項（昭和53年９月
４日）

昭和５３年度 水産課

5797 4 浜岡源発３号機（１）
浜岡原子力発電所３号機増設に係る漁業環境問題
について（資料）

昭和５３年度 水産課

5797 5 浜岡源発３号機（１） 電源三法の概要 昭和５３年度 科学技術庁

5798 1 漁港の港勢集（昭和51年） 漁港の港勢集（昭和51年） 昭和５３年度 (収)昭53.11.  水産庁漁港部

5799 1 漁港の港勢集（昭和52年） 漁港の港勢集（昭和52年） 昭和５４年度 (収)昭54.11.  水産庁漁港部

5800 1 漁港の港勢集（昭和53年） 漁港の港勢集（昭和53年） 昭和５５年度 (収)昭55. 9.  水産庁漁港部

5801 1 漁港の港勢集（昭和54年） 漁港の港勢集（昭和54年） 昭和５６年度 水産庁漁港部

5802 1
津波河川遡上シュミレーション計
算２

津波河川遡上シュミレーション計算（２）　（昭
和53年３月）

昭和５２年度 漁港課

5803 1
昭和52年度安倍川対策（移転対
策）

不法占有者の移転対策（安倍川） 昭和５２年度 公共用地課

998 ページ



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

5804 1
昭和53年度安倍川対策（伝馬町新
田土地利用）

伝馬町新田団地等に係る土地利用の回答について 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 5
(決)昭53. 8.10
(施)昭53. 8.11

公共用地課

5805 1 公共用財産引継連絡幹事会
昭和55年度第４回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について（送付）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.19
(決)昭56. 3.24
(施)昭56. 3.24

公共用地課

5805 2 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 3
(施)昭56. 2. 3

公共用地課

5805 3 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会関係の事務について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 6
(決)昭56. 1. 7
(施)昭56. 1. 8

公共用地課

5805 4 公共用財産引継連絡幹事会
昭和55年度第３回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について

昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭55.12.22
(施)昭55.12.22

公共用地課

5805 5 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.10
(施)昭55.11.11

公共用地課

5805 6 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会関係の事務について 昭和５５年度
(起)昭55.10.23
(決)昭55.10.23
(施)昭55.10.23

公共用地課

5805 7 公共用財産引継連絡幹事会
昭和55年度第２回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について（送付）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

公共用地課

5805 8 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.29
(決)昭55. 7.29
(施)昭55. 7.29

公共用地課

5805 9 公共用財産引継連絡幹事会
昭和55年度第１回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について（送付）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 1
(施)昭55. 7. 2

公共用地課

5805 10 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.15
(決)昭55. 5.15
(施)昭55. 5.19

公共用地課

5805 11 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会関係の事務について 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.11

公共用地課

5805 12 公共用財産引継連絡幹事会 引継連絡幹事会の議事録確認について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.12
(決)昭55. 3.12
(施)昭55. 3.13

公共用地課

5805 13 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.29
(決)昭55. 1.29
(施)昭55. 1.29

公共用地課

5805 14 公共用財産引継連絡幹事会
昭和54年度第３回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について

昭和５４年度
(起)昭54.12.21
(決)昭54.12.21
(施)昭54.12.21

公共用地課

5805 15 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５４年度
(起)昭54.11.16
(決)昭54.11.17
(施)昭54.11.19

公共用地課

5805 16 公共用財産引継連絡幹事会 引継連絡幹事会関係事務について 昭和５４年度
(起)昭54.10.26
(決)昭54.10.29
(施)昭54.10.29

公共用地課

5805 17 公共用財産引継連絡幹事会 引継連絡幹事会の議事録確認について 昭和５４年度
(起)昭54.10. 5
(決)昭54.10. 9
(施)昭54.10. 9

公共用地課

5805 18 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 1
(決)昭54. 8. 2
(施)昭54. 8. 2

公共用地課

5805 19 公共用財産引継連絡幹事会
昭和54年度第１回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.22
(決)昭54. 6.25
(施)昭54. 6.25

公共用地課

5805 20 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 9
(決)昭54. 5.10
(施)昭54. 5.10

公共用地課
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5805 21 公共用財産引継連絡幹事会 引継連絡幹事会関係事務について 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 7
(決)昭54. 4. 7
(施)昭54. 4. 7

公共用地課

5805 22 公共用財産引継連絡幹事会 引継幹事会の議事録確認について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.14
(決)昭54. 3.16
(施)昭54. 3.16

公共用地課

5805 23 公共用財産引継連絡幹事会
公共用財産引継連絡幹事会の開催について（通
知）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.22
(決)昭54. 1.23
(施)昭54. 1.23

公共用地課

5805 24 公共用財産引継連絡幹事会
昭和53年度第３回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について

昭和５３年度
(起)昭53.12.25
(決)昭53.12.26
(施)昭53.12.27

公共用地課

5805 25 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５３年度
(起)昭53.11. 7
(決)昭53.11. 7
(施)昭53.11. 7

公共用地課

5805 26 公共用財産引継連絡幹事会
昭和53年度第２回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について

昭和５３年度
(起)昭53.10. 2
(決)昭53.10. 2
(施)昭53.10. 2

公共用地課

5805 27 公共用財産引継連絡幹事会
公共用財産引継連絡幹事会の開催について（通
知）

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 4
(決)昭53. 8. 7
(施)昭53. 8. 7

公共用地課

5805 28 公共用財産引継連絡幹事会
昭和53年度第１回公共用財産引継連絡幹事会の議
事録について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.23
(決)昭53. 6.24
(施)昭53. 6.24

公共用地課

5805 29 公共用財産引継連絡幹事会
公共用財産引継連絡幹事会の開催について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.10
(決)昭53. 5.10
(施)昭53. 5.10

公共用地課

5805 30 公共用財産引継連絡幹事会 公共用財産引継連絡幹事会関係事務について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.19
(決)昭53. 4.20
(施)昭53. 4.20

公共用地課

5806 1 道路占用料改定関係綴 道路占用料改訂事務について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.20

道路維持課

5806 2 道路占用料改定関係綴 ２月県議会に提出予定の条例について 昭和５５年度
(起)昭55.12.18
(決)昭55.12.19
(施)昭55.12.19

道路維持課

5806 3 道路占用料改定関係綴 復命書（道路占用料に関する打合せ会） 昭和５５年度 (起)昭55.10. 4 道路維持課

5806 4 道路占用料改定関係綴 固定資産税評価額等の調査について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.22
(決)昭55. 7.23

道路維持課

5806 5 道路占用料改定関係綴
道路占用料の改訂に伴う道路造成費の調査につい
て（依頼）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.22
土木部道路維持
課

5806 6 道路占用料改定関係綴 道路占用料の改訂事務について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.13
(決)昭55. 6.23

土木部道路維持
課

5806 7 道路占用料改定関係綴 復命書（道路占用料に関する打合せ） 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 7
土木部道路維持
課

5807 1 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧による豪雨） 昭和５０年度

5807 2 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧による豪雨） 昭和５０年度

5807 3 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧） 昭和５１年度

5807 4 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧） 昭和５１年度
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5807 5 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧及び前線） 昭和５１年度

5807 6 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧及び前線） 昭和５１年度

5807 7 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（梅雨前線） 昭和５１年度

5807 8 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（梅雨前線による豪雨） 昭和５１年度

5807 9 昭和51年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧及び前線） 昭和５１年度

5807 10 昭和51年発生気象状況調書 静岡県河川区域調書 昭和５０年度 河川課

5808 1 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧による風雨） 昭和５１年度

5808 2 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧） 昭和５２年度

5808 3 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧及び前線による集中豪雨） 昭和５２年度

5808 4 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧及び前線） 昭和５２年度

5808 5 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（梅雨前線） 昭和５２年度

5808 6 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（豪雨） 昭和５２年度

5808 7 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧） 昭和５２年度

5808 8 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧） 昭和５２年度

5808 9 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（台風９号及び前線） 昭和５２年度

5808 10 昭和52年発生気象状況調書 気象状況調書（低気圧） 昭和５２年度

5809 1 災害統計（昭和51年版） 災害統計（昭和51年版） 建設省河川局

5810 1 災害統計（昭和52年版） 災害統計（昭和52年版） 建設省河川局

5811 1 災害統計（昭和53年版） 災害統計（昭和53年版） 建設省河川局

5812 1 災害統計（昭和54年版） 災害統計（昭和54年版） 建設省河川局

5813 1 災害統計（昭和55年版） 災害統計（昭和55年版） 建設省河川局
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5814 1
静岡県海岸線略集式写真図（１～
４）

静岡県海岸線略集式写真図（湖西・新居海岸） 昭和５４年度 河川課

5814 2
静岡県海岸線略集式写真図（１～
４）

静岡県海岸線略集式写真図（篠原舞阪・浜松海
岸）

昭和５４年度 河川課

5814 3
静岡県海岸線略集式写真図（１～
４）

静岡県海岸線略集式写真図（磐田竜洋・福田海
岸）

昭和５４年度 河川課

5814 4
静岡県海岸線略集式写真図（１～
４）

静岡県海岸線略集式写真図（福田・浅羽・大須
賀・大浜海岸）

昭和５４年度 河川課

5815 1
静岡県海岸線略集式写真図（５～
７）

静岡県海岸線略集式写真図（浜岡・御前崎・御前
崎日向子海岸）

昭和５４年度 河川課

5815 2
静岡県海岸線略集式写真図（５～
７）

静岡県海岸線略集式写真図（相良新庄・相良須々
木・相良片浜海岸）

昭和５４年度 河川課

5815 3
静岡県海岸線略集式写真図（５～
７）

静岡県海岸線略集式写真図（大崩・静岡（広野）
海岸）

昭和５４年度 河川課

5816 1
静岡県海岸線略集式写真図（８～
11）

静岡県海岸線略集式写真図（静岡・清水海岸） 昭和５４年度 河川課

5816 2
静岡県海岸線略集式写真図（８～
11）

静岡県海岸線略集式写真図（由比海岸） 昭和５４年度 河川課

5816 3
静岡県海岸線略集式写真図（８～
11）

静岡県海岸線略集式写真図（沼津牛臥海岸） 昭和５４年度 河川課

5816 4
静岡県海岸線略集式写真図（８～
11）

静岡県海岸線略集式写真図（熱川海岸） 昭和５４年度 河川課

5817 1 海岸線航空写真（３－１） 海岸線航空写真（湖西海岸～御前崎海岸） 昭和５４年度 河川課

5818 1 海岸線航空写真（３－２） 海岸線航空写真（御前崎海岸～清水海岸） 昭和５４年度 河川課

5819 1 海岸線航空写真（３－３）
海岸線航空写真（清水海岸～沼津海岸・熱川海
岸）

昭和５４年度 河川課

5820 1
安政津波浸水予想区域図（１／
９）

安政津波浸水予想区域図（１／９） 昭和５２年度 河川課

5821 1
安政津波浸水予想区域図（２／
９）

安政津波浸水予想区域図（２／９） 昭和５２年度 河川課

5822 1
安政津波浸水予想区域図（３／
９）

安政津波浸水予想区域図（３／９） 昭和５２年度 河川課

5823 1
安政津波浸水予想区域図（４／
９）

安政津波浸水予想区域図（４／９） 昭和５２年度 河川課

5824 1
安政津波浸水予想区域図（５／
９）

安政津波浸水予想区域図（５／９） 昭和５２年度 河川課

5825 1
安政津波浸水予想区域図（６／
９）

安政津波浸水予想区域図（６／９） 昭和５２年度 河川課

5826 1
安政津波浸水予想区域図（７／
９）

安政津波浸水予想区域図（７／９） 昭和５２年度 河川課
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5827 1
安政津波浸水予想区域図（８／
９）

安政津波浸水予想区域図（８／９） 昭和５２年度 河川課

5828 1
安政津波浸水予想区域図（９／
９）

安政津波浸水予想区域図（９／９） 昭和５２年度 河川課

5829 1 災害・激特写真（潤井川） 災害・激特写真（潤井川） 昭和５４年度

5830 1 災害・激特写真（稲生沢川） 災害・激特写真（稲生沢川） 昭和５１年度

5831 1 災害・激特写真（青野川） 災害・激特写真（青野川） 昭和５１年度

5832 1 災害・激特写真（沼川） 災害・激特写真（沼川） 昭和５１年度

5833 1 港湾統計（年報）昭和51年 港湾統計（年報）昭和51年 昭和５１年度
運輸省大臣官房
情報管理部

5834 1 港湾統計（年報）昭和52年 港湾統計（年報）昭和52年 昭和５２年度
運輸省大臣官房
情報管理部

5835 1 港湾統計（年報）昭和53年 港湾統計（年報）昭和53年 昭和５３年度
運輸省大臣官房
情報管理部

5836 1 港湾統計（年報）昭和54年 港湾統計（年報）昭和54年 昭和５４年度
運輸省大臣官房
情報管理部

5837 1 港湾統計（年報）昭和55年 港湾統計（年報）昭和55年 昭和５５年度
運輸省大臣官房
情報管理部

5838 1 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.22 土地対策課

5838 2 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭52. 3. 9
(決)昭52. 3.12
(施)昭52. 3.14

土地対策課

5838 3 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度 (起)昭52. 2.21 土地対策課

5838 4 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会審議案件の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.28
(決)昭52. 2. 3

土地対策課

5838 5 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.13
(決)昭52. 1.14
(施)昭52. 1.17

土地対策課

5838 6 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51.12.22
(決)昭51.12.24

土地対策課

5838 7 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 7
(決)昭51.12. 9
(施)昭51.12.10

土地対策課

5838 8 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51.11.22
(決)昭51.11.24
(施)昭51.12.10

土地対策課

5838 9 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 9
(決)昭51.11.11
(施)昭51.11.16

土地対策課

5838 10 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51.10.20
(決)昭51.10.23

土地対策課
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5838 11 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 4
(決)昭51.10. 6

土地対策課

5838 12 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.21
(決)昭51. 9.27
(施)昭51. 9.27

土地対策課

5838 13 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.24
(決)昭51. 8.28
(施)昭51. 8.28

土地対策課

5838 14 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.26
(決)昭51. 8.26
(施)昭51. 8.26

土地対策課

5838 15 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(決)昭51. 7.31
(施)昭51. 8. 2

土地対策課

5838 16 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.19
(決)昭51. 7.20
(施)昭51. 7.21

土地対策課

5838 17 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.24
(決)昭51. 6.24
(施)昭51. 6.24

土地対策課

5838 18 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.12
(決)昭51. 6.15
(施)昭51. 6.15

土地対策課

5838 19 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.19
(施)昭51. 5.19

土地対策課

5838 20 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度 (起)昭51. 5. 6 土地対策課

5838 21 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.21
(決)昭51. 4.22

土地対策課

5838 22 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 7
(施)昭51. 4. 7

土地対策課

5838 23 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 7
(施)昭51. 4. 7

土地対策課

5838 24 土地利用対策委員会決定事項 土地利用対策委員会の決定事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 7
(施)昭51. 4. 7

土地対策課

5839 1 会計検査資料 建設省所管　昭和55・56年度会計実地検査資料 住宅建設課

5840 1 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県静岡東土
木事務所

5840 2 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県静岡東土
木事務所

5840 3 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県下田土木
事務所

5840 4 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県熱海土木
事務所

5840 5 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県沼津土木
事務所

5840 6 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県富士土木
事務所
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5840 7 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県静岡西土
木事務所

5840 8 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県島田土木
事務所

5840 9 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県御前崎土
木事務所

5840 10 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県袋井土木
事務所

5840 11 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県天竜土木
事務所

5840 12 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和55年度会計検査院実地検査調書 昭和５５年度
静岡県浜松土木
事務所

5840 13 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県下田土木
事務所

5840 14 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県熱海土木
事務所

5840 15 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県沼津土木
事務所

5840 16 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県富士土木
事務所

5840 17 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県静岡西土
木事務所

5840 18 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県島田土木
事務所

5840 19 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県御前崎土
木事務所

5840 20 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県袋井土木
事務所

5840 21 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県天竜土木
事務所

5840 22 会計検査院実地検査調書 建設省所管　昭和56年度会計検査院実地検査調書 昭和５６年度
静岡県浜松土木
事務所

5841 1
昭和50年度駿豆水道用水供給事業
国庫補助金実績報告書

昭和50年度水道水源開発等施設整備費（駿豆水道
広域化施設整備費）国庫補助事業実績の報告につ
いて

昭和５１年度 (施)昭51. 4. 9 企業局水道課

5842 1
昭和51年度駿豆水道用水供給事業
国庫補助金実績報告書

昭和51年度水道水源等施設整備費（駿豆広域）国
庫補助事業実績報告書の提出について

昭和５２年度 (起)昭53. 2.16 企業局総務課

5843 1
昭和52年度駿豆水道用水供給事業
国庫補助金実績報告書

昭和52年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事
業実績報告書の提出について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 7
(決)昭53. 4. 8
(施)昭53. 4.10

企業局総務課

5844 1
昭和53年度駿豆水道用水供給事業
国庫補助金実績報告書

昭和53年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事
業実績報告書の提出について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 7
(決)昭54. 4. 9
(施)昭54. 4.13

企業局総務課
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5845 1
昭和54年度駿豆水道用水供給事業
国庫補助金実績報告書

昭和54年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金
の確定通知書について（供覧）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 2
(決)昭55.12. 6

企業局総務課

5845 2
昭和54年度駿豆水道用水供給事業
国庫補助金実績報告書

昭和54年度水道水源開発等施設整備費（駿豆広
域）国庫補助事業実績報告書の提出について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.12

企業局総務課

5846 1 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和51年11月１・４日決算特別委員会会議録（企
業会計）

昭和５１年度 議事課

5846 2 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和51年12月20日決算特別委員会会議録（出納事
務局・監査委員事務局・人事委員会事務局・議会
事務局）

昭和５１年度 議事課

5846 3 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和51年12月21日決算特別委員会会議録（生活環
境部）

昭和５１年度 議事課

5846 4 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和51年12月22日決算特別委員会会議録（民生
部）

昭和５１年度 議事課

5846 5 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月10日決算特別委員会会議録（衛生
部）

昭和５１年度 議事課

5846 6 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月11日決算特別委員会会議録（商工
部）

昭和５１年度 議事課

5846 7 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月13日決算特別委員会会議録（農業水
産部）

昭和５１年度 議事課

5846 8 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月14日決算特別委員会会議録（農地森
林部）

昭和５１年度 議事課

5846 9 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月17日決算特別委員会会議録（公安委
員会・労働部・地方労働委員会）

昭和５１年度 議事課

5846 10 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月18日決算特別委員会会議録（土木
部）

昭和５１年度 議事課

5846 11 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月20日決算特別委員会会議録（都市住
宅部）

昭和５１年度 議事課

5846 12 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月21日決算特別委員会会議録（教育委
員会）

昭和５１年度 議事課

5846 13 昭和51年度決算特別委員会会議録
昭和52年１月24日決算特別委員会会議録（総務
部・選挙管理委員会）

昭和５１年度 議事課

5847 1 昭和51年県議会議決書 昭和51年２月県議会定例会議決書 昭和５０年度 議事課

5847 2 昭和51年県議会議決書 昭和51年６月県議会定例会議決書 昭和５１年度 議事課

5847 3 昭和51年県議会議決書 昭和51年９月県議会定例会議決書 昭和５１年度 議事課

5847 4 昭和51年県議会議決書 昭和51年11月県議会定例会議決書 昭和５１年度 議事課

5848 1
昭和51年度／昭和52年度歳入歳出
決算書

昭和51年度歳入歳出決算書 昭和５２年度 議事課
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5848 2
昭和51年度／昭和52年度歳入歳出
決算書

昭和52年度歳入歳出決算書 昭和５３年度 議事課

5849 1
昭和53年度／昭和54年度歳入歳出
決算書

昭和53年度歳入歳出決算書 昭和５４年度 議事課

5849 2
昭和53年度／昭和54年度歳入歳出
決算書

昭和54年度歳入歳出決算書 昭和５５年度 議事課

5850 1
昭和55年度／昭和56年度歳入歳出
決算書

昭和55年度歳入歳出決算書 昭和５６年度 議事課

5850 2
昭和55年度／昭和56年度歳入歳出
決算書

昭和56年度歳入歳出決算書 昭和５７年度 議事課

5851 1
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

昭和51年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社大歳御祖神社社殿保存修理事
業）の請求書の提出について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 4.11
(決)昭52. 4.14
(施)昭52. 4.14

文化課

5851 2
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

昭和51年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社大歳御祖神社社殿保存修理事
業）の額の確定について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 5
(決)昭52. 4. 9
(施)昭52. 4. 9

文化課

5851 3
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度２月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.19
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 3.29

文化課

5851 4
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度１月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.17
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 3.29

文化課

5851 5
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財 神部神社浅間神社大歳御祖神社 社殿
保存修理事業の設計変更について（通知）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.22
(施)昭52. 3.22

文化課

5851 6
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度12月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.12
(決)昭52. 3.22
(施)昭52. 3.22

文化課

5851 7
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財（建造物）神部神社・浅間神社・大歳
御祖神社社殿保存修理事業に係る設計変更許可申
請について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.12.21
(決)昭51.12.22
(施)昭51.12.24

文化課

5851 8
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度11月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.12.20
(決)昭51.12.21
(施)昭51.12.23

文化課

5851 9
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財（建造物）神部神社浅間神社大歳御祖
神社社殿保存修理事業費補助金の概算払いについ
て（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51.12.10
(決)昭51.12.16
(施)昭51.12.17

文化課

5851 10
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度10月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.11.22
(決)昭51.11.22
(施)昭51.11.22

文化課

5851 11
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財（建造物）神部神社浅間神社大歳御祖
神社社殿保存修理事業費補助金の概算払いについ
て（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.29
(施)昭51.10.30

文化課

5851 12
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度９月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.27
(施)昭51.10.27

文化課
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5851 13
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度８月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.10
(決)昭51. 9.11
(施)昭51. 9.13

文化課

5851 14
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部神社浅間神社大歳御祖神社社殿保
存修理事業補助金交付決定について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.12
(決)昭51. 8.14
(施)昭51. 8.17

文化課

5851 15
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度７月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.11
(決)昭51. 8.12
(施)昭51. 8.12

文化課

5851 16
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度６月分の工程月報および
工事監督報告書について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.14
(決)昭51. 7.15
(施)昭51. 7.15

文化課

5851 17
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度５月分の工程月報につい
て（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 9
(決)昭51. 6. 9
(施)昭51. 6.10

文化課

5851 18
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

重要文化財神部・浅間・大歳御祖神社社殿保存修
理事業に係る昭和51年度４月分の工程月報につい
て（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.19
(決)昭51. 5.21
(施)昭51. 5.22

文化課

5851 19
重要文化財浅間神社社殿保存修理
事業

昭和51年度文化財保存費補助金交付申請書につい
て（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.15
(決)昭51. 4.15
(施)昭51. 4.16

文化課

5852 1
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（県）

昭和51年度文化財保存費補助金（重要文化財黒田
家住宅長屋門保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.25

文化課

5852 2
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.12.10

文化課

5853 1
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

昭和51年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
黒田家住宅長屋門保存修理事業）の請求書の提出
について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.23
(施)昭52. 3.25

文化課

5853 2
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

昭和51年度文化財保存費補助金（重要文化財黒田
家住宅長屋門保存修理事業）の額の確定について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.22
(施)昭52. 3.22

文化課

5853 3
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
昭和51年度11月分の工程月報および工事監督報告
書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.12.20
(決)昭51.12.21
(施)昭51.12.23

文化課

5853 4
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
昭和51年度10月分の工程月報および工事監督報告
書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.11.22
(決)昭51.11.24
(施)昭51.11.24

文化課

5853 5
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業の設計
変更許可について（通知）

昭和５１年度
(起)昭51.10.27
(決)昭51.10.29
(施)昭51.10.30

文化課

5853 6
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理に係る係官
派遣申請について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.10.19
(決)昭51.10.21
(施)昭51.10.22

文化課

5853 7
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
昭和51年度９月分の工程月報および工事監督報告
書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51.10.16
(決)昭51.10.21
(施)昭51.10.22

文化課

5853 8
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財（建造物）黒田家住宅長屋門保存修理
事業費補助金の概算払について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.10
(決)昭51. 9.21
(施)昭51. 9.22

文化課

1008 ページ



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

5853 9
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
昭和51年度８月分の工程月報および工事監督報告
書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.10
(決)昭51. 9.11
(施)昭51. 9.13

文化課

5853 10
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財（建造物）黒田家住宅長屋門保存修理
工事に係る主任技術者の承認について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.30
(施)昭51. 9.30

文化課

5853 11
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
設計変更承認申請書の提出について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.31
(決)昭51. 9. 1
(施)昭51. 9. 2

文化課

5853 12
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業費補助
金交付決定について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.12
(決)昭51. 8.14
(施)昭51. 8.17

文化課

5853 13
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
昭和51年度７月分の工程月報および工事監督報告
書の提出について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 9
(決)昭51. 8.10
(施)昭51. 8.11

文化課

5853 14
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

文化財保存事業に係る主任技術者の承認申請書の
提出について

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 3
(決)昭51. 8. 7
(施)昭51. 8. 9

文化課

5853 15
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
昭和51年度６月分の工程月報について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 6
(決)昭51. 7. 7
(施)昭51. 7. 7

文化課

5853 16
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理に伴う主任
技術者の交替について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.25
(決)昭51. 6.26
(施)昭51. 6.29

文化課

5853 17
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理に伴う設計
監理業務等担当職員の交替について（通知）

昭和５１年度 (収)昭51. 6.11
(財)文化財建造
物保存技術協会
理事長  

5853 18
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
昭和51年度５月分の工程月報について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 7
(決)昭51. 6. 9
(施)昭51. 6.10

文化課

5853 19
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

重要文化財黒田家住宅長屋門保存修理事業に係る
昭和51年度４月分の工程月報について（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5. 8
(施)昭51. 5.10

文化課

5853 20
重要文化財黒田家住宅長屋門保存
修理事業（国）

昭和51年度文化財保存事業費補助金交付申請書に
ついて（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.15
(決)昭51. 4.15
(施)昭51. 4.16

文化課

5854 1
県指定史跡吉田松陰寓居処保存修
理事業（県）

昭和51年度文化財保存費補助金（県指定史跡吉田
松陰寓居処保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 7
(決)昭52. 4.14
(施)昭52. 4.14

文化課

5854 2
県指定史跡吉田松陰寓居処保存修
理事業（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 3.16

文化課

5855 1
県指定有形文化財鈞月院本堂保存
修理事業（県）

昭和51年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財（建造物）鈞月院本堂保存修理事業の額の確定
について（県費）

昭和５２年度
(起)昭52. 3.19
(決)昭52. 4. 1
(施)昭52. 4. 1

文化課

5855 2
県指定有形文化財鈞月院本堂保存
修理事業（県）

文化財保存費補助金交付決定について（うかが
い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.18
(決)昭51.10.26

文化課

5856 1
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 8
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

文化課

5856 2
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る職員の派遣について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.16
(決)昭54. 1.16
(施)昭54. 1.16

文化課

5856 3
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５３年度
(起)昭53.12.20
(決)昭53.12.23
(施)昭53.12.23

文化課
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5856 4
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る職員の派遣について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12. 8
(施)昭53.12. 8

文化課

5856 5
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５３年度
(起)昭53.11.17
(決)昭53.11.21
(施)昭53.11.21

文化課

5856 6
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る職員の派遣について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.11. 6
(施)昭53.11. 6

文化課

5856 7
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５３年度
(起)昭53.10.25
(決)昭53.10.27
(施)昭53.10.27

文化課

5856 8
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.11
(施)昭54. 4.11

文化課

5856 9
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 5
(決)昭54. 4. 6
(施)昭54. 4. 6

文化課

5856 10
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 8
(決)昭54. 3.10
(施)昭54. 3.10

文化課

5856 11
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

文化課

5856 12
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

文化課

5856 13
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12. 8
(施)昭53.12. 8

文化課

5856 14
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５３年度
(起)昭53.11.17
(決)昭53.11.20
(施)昭53.11.20

文化課

5856 15
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５３年度
(起)昭53.10.25
(決)昭53.10.27
(施)昭53.10.27

文化課

5856 16
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）の請
求書の提出について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.14
(決)昭54. 4.14
(施)昭54. 4.14

文化課

5856 17
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）の額
の確定について（国費）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.13
(施)昭54. 4.13

文化課

5856 18
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財神部神社
浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）に係る設計変
更承認申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.28
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

文化課

5856 19
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財神部神社
浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）費補助金の概
算払について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.20
(決)昭53.12.20
(施)昭53.12.20

文化課
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5856 20
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業費補助金交付決定について（うか
がい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.19
(施)昭53.12.19

文化課

5856 21
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（国）

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財神部神社
浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）費補助金交付
申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 2
(決)昭53.10. 3
(施)昭53.10. 3

文化課

5857 1
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（県）

昭和53年度文化財保存費補助金（重要文化財神部
神社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）の額の確
定について（県費）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

5857 2
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（県）

昭和53年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業の計画変更について（通知）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.27
(決)昭54. 3.29
(施)昭54. 3.29

文化課

5857 3
重文神部神社浅間神社舞殿他９棟
保存修理（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 3
(決)昭54. 2. 8

文化課

5858 1
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
（拝殿）保存修理事業）工事監督報告について
（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 8
(決)昭54. 6.11
(施)昭54. 6.11

文化課

5858 2
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
（拝殿）保存修理事業）工事監督報告について
（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 8
(決)昭54. 3.10
(施)昭54. 3.10

文化課

5858 3
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
（拝殿）保存修理事業）工事監督報告について
（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

文化課

5858 4
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

昭和53年度重要文化財久能山東照宮（拝殿）保存
修理事業に係る職員の派遣について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.13
(決)昭54. 3.13
(施)昭54. 3.13

文化課

5858 5
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

昭和53年度重要文化財久能山東照宮（拝殿）保存
修理事業に係る係官派遣申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 7
(施)昭54. 3. 7

文化課

5858 6
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

重要文化財久能山東照宮（拝殿）保存修理事業に
係る主任技術者の承認について（通知）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

文化課

5858 7
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

重要文化財久能山東照宮（拝殿）保存修理事業に
係る主任技術者の承認申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭53.12.27
(決)昭54. 1. 8
(施)昭54. 1. 9

文化課

5858 8
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

昭和53年度重要文化財久能山東照宮（拝殿）保存
修理事業に係る着手届について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 7
(施)昭54. 3. 7

文化課

5858 9
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

昭和53年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮（拝殿）保存修理事業）の請求書の
提出について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.14
(決)昭54. 4.14
(施)昭54. 4.14

文化課

5858 10
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

昭和53年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮（拝殿）保存修理事業）の額の確定
について（国費）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.13
(施)昭54. 4.13

文化課

5858 11
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財久能山東
照宮（拝殿）保存修理事業）に係る設計変更承認
申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 1
(決)昭54. 3. 1
(施)昭54. 3. 1

文化課

5858 12
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

昭和53年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.23
(施)昭53.12.23

文化課

5858 13
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（国）

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財久能山東
照宮本殿、石の間、拝殿保存修理事業）費補助金
交付申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.30
(決)昭53.10. 3
(施)昭53.10. 3

文化課
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5859 1
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（県）

昭和53年度文化財保存費補助金（重要文化財久能
山東照宮（拝殿）保存修理事業）の額の確定につ
いて（県費）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

5859 2
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（県）

昭和53年度重要文化財久能山東照宮（拝殿）保存
修理事業の計画変更について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 3.28
(施)昭54. 3.28

文化課

5859 3
重文久能山東照宮（拝殿）保存修
理（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.31
(決)昭54. 2. 8

文化課

5860 1
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.21

文化課

5860 2
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 5
(決)昭54. 4. 6
(施)昭54. 4. 6

文化課

5860 3
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

文化課

5860 4
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

昭和53年度重要文化財旧岩科学校校舎保存修理事
業に係る職員の派遣について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.13
(決)昭54. 3.13
(施)昭54. 3.13

文化課

5860 5
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

昭和53年度重要文化財旧岩科学校校舎保存修理事
業に係る係官派遣申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 7
(施)昭54. 3. 7

文化課

5860 6
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

重要文化財旧岩科学校校舎保存修理工事に係る主
任技術者の承認について（通知）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3. 8

文化課

5860 7
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

重要文化財旧岩科学校校舎保存修理事業に係る主
任技術者の承認申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 8
(施)昭54. 1. 9

文化課

5860 8
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

昭和53年度旧岩科学校校舎保存修理事業に係る着
手届について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 7
(施)昭54. 3. 7

文化課

5860 9
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

昭和53年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
旧岩科学校校舎保存修理事業）の請求書の提出に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.14
(決)昭54. 4.14
(施)昭54. 4.14

文化課

5860 10
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

昭和53年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
旧岩科学校校舎保存修理事業）の額の確定につい
て（国費）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.13
(施)昭54. 4.13

文化課

5860 11
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

昭和53年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.23
(施)昭53.12.23

文化課

5860 12
重文旧岩科学校校舎保存修理
（国）

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財旧岩科学
校校舎保存修理事業）費補助金交付申請について
（進達）

昭和５３年度
(起)昭53.10.14
(決)昭53.10.16
(施)昭53.10.16

文化課

5861 1
重文旧岩科学校校舎保存修理
（県）

昭和53年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
旧岩科学校校舎保存修理事業）の額の確定につい
て（県費）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

5861 2
重文旧岩科学校校舎保存修理
（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 9
(決)昭54. 3.20

文化課

5862 1
県建造物油山寺書院保存修理
（県）

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財油山寺書院保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.16
(決)昭54. 4.23
(施)昭54. 4.23

文化課

5862 2
県建造物油山寺書院保存修理
（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.10
(決)昭54. 3.20

文化課
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5863 1
県指定史跡吉田松陰寓寄処保存修
理事業（県）

昭和52年度文化財保存費補助金（県指定史跡吉田
松陰寓寄処保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５２年度
(起)昭52.11.25
(決)昭52.12. 2
(施)昭52.12. 2

文化課

5863 2
県指定史跡吉田松陰寓寄処保存修
理事業（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５２年度
(起)昭52.11. 7
(決)昭52.11.24

文化課

5864 1
県指定史跡吉田松陰寓寄処保存修
理事業（県）

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定史跡吉田
松陰寓寄処保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.29
(決)昭53.10. 5
(施)昭53.10. 5

文化課

5864 2
県指定史跡吉田松陰寓寄処保存修
理事業（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.22
(決)昭53. 7. 8

文化課

5865 1
県指定有形文化財天徳寺山門保存
修理事業（県）

昭和52年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財天徳寺山門保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 6
(決)昭53. 4.11
(施)昭53. 4.11

文化課

5865 2
県指定有形文化財天徳寺山門保存
修理事業（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 1.31
(決)昭53. 2.18

文化課

5866 1
県指定有形文化財天徳寺山門保存
修理事業（県）

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財天徳寺山門保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５４年度
(起)昭54. 3.27
(決)昭54. 3.31
(施)昭54. 4. 5

文化課

5866 2
県指定有形文化財天徳寺山門保存
修理事業（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 7
(決)昭54. 2.27

文化課

5867 1
県建造物府八幡宮楼門保存修理
（県）

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財府八幡宮楼門保存修理事業）の額の確定につい
て（県費）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.16
(決)昭54. 4.25
(施)昭54. 4.25

文化課

5867 2
県建造物府八幡宮楼門保存修理
（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 9
(決)昭54. 3.20

文化課

5868 1
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（県）

昭和55年度文化財保存費補助金（重要文化財神部
神社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）の額の確
定について（県費）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.13
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

文化課

5868 2
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（県）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業の計画変更について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.28
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

文化課

5868 3
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55.10. 7

文化課

5869 1
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（静岡浅間神社保存修理定例連絡会） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.16 文化課

5869 2
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（静岡浅間神社保存修理定例連絡会） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.17 文化課

5869 3
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（静岡浅間神社保存修理定例連絡会） 昭和５５年度 (起)昭56. 1.17 文化課

5869 4
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（静岡浅間神社保存修理定例連絡会） 昭和５５年度 (起)昭55.11.28 文化課

5869 5
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（静岡浅間神社保存修理定例連絡会） 昭和５５年度 (起)昭55.10.25 文化課

5869 6
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（定例修理委員会） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.18 文化課
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5869 7
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（定例修理委員会） 昭和５５年度 (起)昭55. 8.19 文化課

5869 8
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（定例修理委員会） 昭和５５年度 (起)昭55. 6.16 文化課

5869 9
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（浅間神社定例連絡会昭和55年度第１回５
月）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.12 文化課

5869 10
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 2.26
(施)昭56. 2.26

文化課

5869 11
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.22
(決)昭56. 1.23
(施)昭56. 1.23

文化課

5869 12
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55.12.19
(決)昭55.12.22
(施)昭55.12.22

文化課

5869 13
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.11

文化課

5869 14
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 4
(施)昭55.10. 4

文化課

5869 15
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.27
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9. 8

文化課

5869 16
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.26
(決)昭55. 7.28
(施)昭55. 7.28

文化課

5869 17
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 1
(施)昭55. 7. 1

文化課

5869 18
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 4
(決)昭55. 6. 4
(施)昭55. 6. 4

文化課

5869 19
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

文化課

5869 20
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟）工事監督報告について（進達）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

5869 21
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 3
(決)昭56. 3. 5
(施)昭56. 3. 5

文化課

5869 22
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 6
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2. 9

文化課

5869 23
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.12

文化課
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5869 24
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 5
(決)昭55.12. 9
(施)昭55.12. 9

文化課

5869 25
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.11

文化課

5869 26
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 4
(決)昭55.10. 7
(施)昭55.10. 7

文化課

5869 27
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 4
(施)昭55.10. 4

文化課

5869 28
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9. 8

文化課

5869 29
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 7
(決)昭55. 7. 7
(施)昭55. 7. 7

文化課

5869 30
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 4
(決)昭55. 6. 4
(施)昭55. 6. 4

文化課

5869 31
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 7
(決)昭55. 5. 8
(施)昭55. 5. 8

文化課

5869 32
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

復命書（修理委員会） 昭和５３年度 (起)昭54. 2.20 文化課

5869 33
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

5869 34
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）の額
の確定について（国庫分）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

5869 35
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業の計画変更について（通知）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.28
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

文化課

5869 36
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９棟保存修理
工事に係る主任技術者の変更承認について（通
知）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 2.25
(施)昭56. 2.25

文化課

5869 37
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理工事に係る主任技術者変更承認申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.10
(決)昭56. 2.12
(施)昭56. 2.12

文化課

5869 38
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る計画変更承認申請について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 6
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2. 9

文化課

5869 39
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）補助金の概
算払について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.22
(決)昭56. 1.28
(施)昭56. 1.28

文化課
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5869 40
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）補助金の概
算払について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10.23
(決)昭55.10.28
(施)昭55.10.28

文化課

5869 41
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）補助金の概
算払について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.25
(決)昭55. 8.25
(施)昭55. 8.25

文化課

5869 42
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.26
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

文化課

5869 43
重要文化財静岡浅間神社保存修理
事業（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）補助金交付
申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.25
(施)昭55. 4.25

文化課

5870 1 静岡県芸術祭 昭和51年度｢県民文芸｣送付について（うかがい） 昭和５１年度 (起)昭52. 2.28 文化課

5870 2 静岡県芸術祭
県芸術祭（美術・文学・音楽・演劇）授賞式出席
の来賓・後援者への礼状について

昭和５１年度 (起)昭52. 1.12 文化課

5870 3 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭授賞式の実施について（うか
がい）

昭和５１年度
(起)昭51.12. 8
(決)昭51.12.10
(施)昭51.12.10

文化課

5870 4 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭文学部門｢県民文芸｣の印刷に
ついて（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51.12. 6 文化課

5870 5 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭文学部門の入賞者の記者発表
について（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51.11.16 文化課

5870 6 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭美術展（第３期展）の入賞入
選者の記者発表及び展示について（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51.11.16 文化課

5870 7 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭美術展（第２期展）の入賞入
選者の記者発表及び展示について（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51.11. 9 文化課

5870 8 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭美術展（第１期展）の入賞入
選者の記者発表等について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11. 2

文化課

5870 9 静岡県芸術祭 第16回静岡県芸術祭美術展の開会式ご案内 昭和５１年度
(起)昭51.10.13
(決)昭51.10.15
(施)昭51.10.16

文化課

5870 10 静岡県芸術祭 県芸術祭美術展各種目審査員への礼状について 昭和５１年度
(起)昭51.11.11
(決)昭51.11.13
(施)昭51.11.18

文化課

5870 11 静岡県芸術祭
昭和51年度県芸術祭美術展案内看板の発注につい
て（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.24
(決)昭51. 9.30

文化課

5870 12 静岡県芸術祭
県芸術祭美術展アルバイトの雇上げについて（う
かがい）

昭和５１年度 (起)昭51.10. 2 文化課

5870 13 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭美術展目録印刷について（う
かがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.17
(決)昭51. 9.18

文化課

5870 14 静岡県芸術祭
第16回県芸術祭美術展作品飾付について（うかが
い）

昭和５１年度 (起)昭51. 9.29 文化課

5870 15 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭文学部門の審査について（依
頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.27
(決)昭51. 9.29
(施)昭51. 9.29

文化課

5870 16 静岡県芸術祭
昭和51年度県芸術祭文学部門の応募作品について
（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 9.25 文化課
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5870 17 静岡県芸術祭
第16回県芸術祭美術展地方受付作品の搬送につい
て（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 9.27 文化課

5870 18 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭美術部門実行委員会の開催に
ついて（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.13
(決)昭51. 9.18
(施)昭51. 9.29

文化課

5870 19 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭文学部門実行委員会の開催に
ついて（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.25
(決)昭51. 9. 1
(施)昭51. 9. 1

文化課

5870 20 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭関係印刷物の印刷および発送
について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 8.23
(決)昭51. 8.27

文化課

5870 21 静岡県芸術祭
昭和51年度静岡県芸術祭美術展版画部門審査員の
変更について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.21
(決)昭51. 7.23
(施)昭51. 7.23

文化課

5870 22 静岡県芸術祭 第16回県芸術祭ポスターの送付について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.10
(決)昭51. 7.12
(施)昭51. 7.13

文化課

5870 23 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭審査員の委嘱について（うか
がい）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.24
(決)昭51. 6.28
(施)昭51. 6.29

文化課

5870 24 静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭作品募集要項について（送
付）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.24
(決)昭51. 6.28
(施)昭51. 6.29

文化課

5870 25 静岡県芸術祭
昭和51年度第16回県芸術祭作品募集要項・ポス
ター印刷について（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 6. 7 文化課

5870 26 静岡県芸術祭
昭和51年度第16回静岡県芸術祭の後援および後援
者賞の交付について（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.15
(施)昭51. 6.16

文化課

5870 27 静岡県芸術祭 県庁西館展示室の優先使用承認について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.16
(施)昭51. 3.16

社会教育課

5871 1 片山廃寺現状変更資料 片山廃寺跡史跡指定内の問題について（報告） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.25

5871 2 片山廃寺現状変更資料 静岡市上水道計画資料 昭和５５年度 (収)昭55. 6.20

5871 3 片山廃寺現状変更資料
駿河片山廃寺調査略報　－東名高速道路建設に伴
う発掘調査－

昭和４１年度 (収)昭41. 7.  
静岡市教育委員
会

5871 4 片山廃寺現状変更資料 片山廃寺跡第３次発掘調査報告書 昭和４０年度 (収)昭41. 3.  
静岡市教育委員
会

5871 5 片山廃寺現状変更資料 史跡片山廃寺跡の追加指定について 昭和４９年度 (施)昭49. 6. 7

5871 6 片山廃寺現状変更資料 史跡片山廃寺跡に係る所有者変更の届出について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.13
(決)昭51. 7.16
(施)昭51. 7.16

文化課

5872 1 大森会館廃所関係綴 大森会館の土地建物等の現況について

5872 2 大森会館廃所関係綴 不動産鑑定評価書 昭和５６年度 (収)昭56. 5. 9 住友信託銀行

5872 3 大森会館廃所関係綴 不動産鑑定評価書 昭和５６年度 (収)昭56. 6. 9
日本不動産研究
所

5872 4 大森会館廃所関係綴 不動産鑑定評価額報告書 昭和５６年度 (収)昭56. 4.10
中央信託銀行株
式会社
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5872 5 大森会館廃所関係綴 不動産鑑定評価書 昭和５６年度 (収)昭56. 6.19
中央信託銀行株
式会社

5872 6 大森会館廃所関係綴 大森会館定期預金の件

5872 7 大森会館廃所関係綴 危険物貯蔵所廃止届について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.25 職員厚生課

5872 8 大森会館廃所関係綴
大森会館売却処分に係る引継文書（庶務→施設
係）

昭和５８年度 (施)昭58. 4.  

5872 9 大森会館廃所関係綴 大森会館の業務廃止について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.30 職員厚生課

5872 10 大森会館廃所関係綴 静岡県大森会館の概要 職員厚生課

5872 11 大森会館廃所関係綴 大森会館の売却処分について

5872 12 大森会館廃所関係綴 大森会館の旅館業廃止届について 昭和５６年度 (起)昭56.10. 1 職員厚生課

5872 13 大森会館廃所関係綴 大森会館の電話処分について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.28
(決)昭56. 6. 2

職員厚生課

5872 14 大森会館廃所関係綴 大森会館の確定測量の結果について 昭和５６年度 (起)昭56. 5.20 職員厚生課

5872 15 大森会館廃所関係綴 大森会館に係る土地の実測について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 4
(決)昭56. 3. 6

職員厚生課

5872 16 大森会館廃所関係綴 大森会館の営業停止に基づく諸手続きについて 昭和５５年度 (起)昭55.10.13 職員厚生課

5872 17 大森会館廃所関係綴 功労記念品の贈呈授与について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.18 職員厚生課

5872 18 大森会館廃所関係綴 大森会館の営業停止と代替施設の確保について 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 2 職員厚生課

5872 19 大森会館廃所関係綴 大森会館の今後の業務予定について 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 4 職員厚生課

5872 20 大森会館廃所関係綴 大森会館の廃止について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.21
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.29

職員厚生課

5872 21 大森会館廃所関係綴 大森会館運営資金の借入について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 2
(決)昭55.12. 3

職員厚生課

5872 22 大森会館廃所関係綴 大森会館に係る不動産鑑定評価の実施について 昭和５５年度 職員厚生課

5872 23 大森会館廃所関係綴 不動産の鑑定評価依頼について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.21 職員厚生課

5872 24 大森会館廃所関係綴 大森会館に係る電信電話債券の売却処分について 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 5 職員厚生課

5872 25 大森会館廃所関係綴 静岡県大森会館の廃止について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 8.30
(施)昭55. 8.30

職員厚生課
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5872 26 大森会館廃所関係綴
大森会館の業務廃止に伴う事務処理について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.12

職員厚生課

5873 1 大森会館備品等処理 畳等の搬出について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.24 後継者養成課長

5873 2 大森会館備品等処理 畳等の搬出について 昭和５８年度 (収)昭58. 6.17 後継者養成課長

5873 3 大森会館備品等処理 大森会館財産（備品等）処分の内訳 昭和５６年度 (起)昭57. 3.31 職員厚生課

5873 4 大森会館備品等処理 大森会館の残存物品の処分について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.11.11
(決)昭57.11.12

職員厚生課

5873 5 大森会館備品等処理 復命書（大森会館残存物品の調査） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.20 職員厚生課

5873 6 大森会館備品等処理 大森会館財産目録（備品台帳） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.31 職員厚生課

5873 7 大森会館備品等処理 物品受領書 昭和５５年度 (収)昭56. 3.31
静岡県職員互助
会食堂他

5873 8 大森会館備品等処理 物品受領書 昭和５６年度 (収)昭56. 7.30
静岡県職員会館
他

5873 9 大森会館備品等処理 大森会館の廃棄処分証拠写真 昭和５５年度 (起)昭56. 3.26 職員厚生課

5873 10 大森会館備品等処理 消耗品の廃棄処分について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.14 大森会館支配人

5873 11 大森会館備品等処理 大森会館の備品及び事業用消耗品の処分について 昭和５５年度 (起)昭55.11.12 職員厚生課

5873 12 大森会館備品等処理 仕入商品の廃棄処分について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.14 大森会館支配人

5874 1 公営住宅用途廃止 子どもたちに遊び場を 昭和５８年度 (収)昭58. 7.12
静岡県婦人モニ
ター

5874 2 公営住宅用途廃止 県民住宅の用途廃止報告書の進達について 昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.26
(施)昭57.10.27

住宅企画課

5874 3 公営住宅用途廃止 公営住宅用途廃止報告書 昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.22
(施)昭51.10.23

住宅企画課

5874 4 公営住宅用途廃止 公営住宅用途廃止承認について 昭和５１年度 (起)昭51.10.13 住宅企画課

5874 5 公営住宅用途廃止 公営住宅の用途廃止承認申請書 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 2
(決)昭51. 6. 3
(施)昭51. 6.14

住宅企画課

5875 1 事故調書報告書綴 昭和50年度ＬＰガス事故調書の送付について 昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.25
(施)昭51.11.26

消防防災課

5875 2 事故調書報告書綴 液化石油ガス事故報告書の送付について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.14
(施)昭51. 6.15

消防防災課

5875 3 事故調書報告書綴 ＬＰガス事故調書の送付について 昭和５０年度 (起)昭50. 8.22 消防防災課
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5875 4 事故調書報告書綴 ＬＰガス等による災害状況等に関する統計表 昭和５５年度 (収)昭55. 8.  
消防庁危険物規
制課

5875 5 事故調書報告書綴 昭和54年度液化石油ガス事故の集計について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.25
東京通商産業局
総務部公害保安
課長

5875 6 事故調書報告書綴
液化石油ガス一般消費者等事故調査報告書につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

消防防災課

5875 7 事故調書報告書綴
液化石油ガス一般消費者等事故調査報告書につい
て

昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.10
(施)昭54.12.15

消防防災課

5875 8 事故調書報告書綴
液化石油ガス一般消費者等事故調査報告書につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.18
(施)昭54. 5.21

消防防災課

5876 1 強化地域指定関係 地震防災対策強化地域の指定について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.15
(決)昭54. 8.20
(施)昭54. 8.20

地震対策課

5876 2 強化地域指定関係
地震防災対策強化地域の指定に関する知事の意見
について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.13
(決)昭54. 6.16
(施)昭54. 6.16

地震対策課

5876 3 強化地域指定関係 地震防災対策強化地域の指定について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.24
(決)昭54. 5.26
(施)昭54. 5.26

地震対策課

5876 4 強化地域指定関係
地震防災対策強化地域の指定に関する意見照会に
ついて

昭和５４年度 (起)昭54. 5.28 地震対策課

5877 1
地盤沈下調査（沼津・三島地域）　
一等水準測量観測手薄

一等水準測量観測手簿（沼津・三島地域）（昭和
55年12月測量）

昭和５５年度
資源エネルギー
課

5878 1
地盤沈下調査（沼津・三島地域）　
一等水準点　点の記

一等水準測点　点の記（沼津・三島地域）（昭和
55年12月）

昭和５５年度
資源エネルギー
課

5879 1
地盤沈下調査（沼津・三島地域）　
一等水準点の写真

沼津三島地域地盤沈下調査事業（一等水準点点の
写真）写真集

昭和５５年度
資源エネルギー
課

5880 1
地盤沈下調査（中遠地域）　一等
水準点　点の記

一等水準測量観測　点の記（中遠地域）（昭和55
年12月測量）

昭和５５年度
資源エネルギー
課

5881 1
地盤沈下調査（中遠地域）　一等
水準測量観測手薄

一等水準測量　観測手簿（中遠地域）（昭和55年
12月測量）

昭和５５年度
資源エネルギー
課

5882 1
地盤沈下調査（中遠地域）　一等
水準網平均計算書

一等水準網平均計算書（中遠地域） 昭和５５年度
資源エネルギー
課

5883 1
地盤沈下調査　観測網図・平均網
図・精度管理表

地盤沈下調査（観測網図・平均網図・制度管理
表）

昭和５５年度
資源エネルギー
課

5884 1
地盤沈下調査（西遠地域）　一等
水準測量観測手薄

一等水準測量観測手簿（西遠地域）（昭和55年12
月測量）

昭和５５年度
資源エネルギー
課

5885 1
地盤沈下調査（西遠地域）　一等
水準網平均計算書

一等水準網平均計算書（西遠地域） 昭和５５年度
資源エネルギー
課

5886 1
地盤沈下調査（西遠地域）　一等
水準点　点の記

一等水準点　点の記（西遠地域）（昭和55年12月
測量）

昭和５５年度
資源エネルギー
課

5887 1
地盤沈下調査（中遠地域）　一等
水準測量現場写真

一等水準測量　現場写真（中遠地域）（昭和55年
12月測量）

昭和５５年度
資源エネルギー
課
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5888 1
地盤沈下調査（西遠地域）　写真
帳

写真集（昭和55年12月測量） 昭和５５年度
資源エネルギー
課

5889 1
中遠地域地下水適正化調査　No.
１

復命書（中遠地域適正化調査について） 昭和５５年度 (起)昭55. 5. 6
資源エネルギー
課

5890 1
中遠地域地下水適正化調査　No.
２

昭和55年度地下水利用適正化調査（中遠地域）井
戸の推移測定。水準測量の協力について（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 8
(決)昭55. 8.12

資源エネルギー
課

5890 2
中遠地域地下水適正化調査　No.
２

昭和55年度地下水利用適正化調査（中遠地域）に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 8.12
(決)昭55. 8.14
(施)昭55. 8.14

資源エネルギー
課

5890 3
中遠地域地下水適正化調査　No.
２

昭和55年度地下水利用適正化調査（中遠地域）に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 8
(決)昭55. 8.12

資源エネルギー
課

5891 1
中遠地域地下水適正化調査　No.
４

復命書（土質工学会地盤研究会） 昭和５５年度 (起)昭55.11.22
資源エネルギー
課

5892 1
磐田学園改築整備に伴う開発行為
協議書

磐田市土地利用対策委員会審議結果について 昭和５３年度 (収)昭53.11.30
磐田市都市整備
課

5892 2
磐田学園改築整備に伴う開発行為
協議書

開発行為に係る協議書の提出について 昭和５３年度 (起)昭54. 1.23 児童課

5893 1 磐田学園隣接地買収綴
「県立磐田学園」隣接地の買収について（事前施
行）

昭和５３年度
(起)昭53.11.16
(決)昭53.11.30

児童課

5893 2 磐田学園隣接地買収綴 土地（県有施設）の取得について（協議） 昭和５３年度
(起)昭53.10.19
(決)昭53.10.31

児童課

5893 3 磐田学園隣接地買収綴
昭和53年度一般会計歳出予算の流用もどしについ
て

昭和５３年度
(起)昭54. 3.16
(決)昭54. 3.17
(施)昭54. 3.17

児童課

5894 1 磐田学園土地利用計画書 開発行為に係る協議について 昭和５３年度 (収)昭54. 2.26 静岡県知事

5894 2 磐田学園土地利用計画書 磐田学園の改築に伴う事業計画書の提出について 昭和５３年度
(起)昭53.11. 8
(決)昭53.11. 9

児童課

5895 1 磐田学園建設関係綴 消火設備の緩和願の提出について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.21
(決)昭54. 9.26

障害福祉課

5895 2 磐田学園建設関係綴
磐田学園整備に伴う昭和55年度整備計画の打合せ
会の開催について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.21
(決)昭54. 9.22

障害福祉課

5895 3 磐田学園建設関係綴 磐田学園整備事業に係る入札結果について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.29 障害福祉課

5895 4 磐田学園建設関係綴 昭和54年度支出負担行為実施計画書について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.25 障害福祉課

5895 5 磐田学園建設関係綴
学園等改築期間中における園児の避難地の借用に
ついて

昭和５３年度 (収)昭54. 2. 5 磐田学園長

5895 6 磐田学園建設関係綴
磐田学園隣接地買収に伴う公共事業用資産の買取
り等の証明書の交付について

昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.23

児童課

5895 7 磐田学園建設関係綴 昭和53年度営繕工事設計変更について 昭和５３年度 (起)昭53.11.29 営繕課

5895 8 磐田学園建設関係綴
譲渡所得等の課税の特例の適用に関する確認につ
いて

昭和５３年度 (収)昭53.12. 9 磐田税務署長
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5895 9 磐田学園建設関係綴
磐田学園隣接地買収に伴う公共事業用資産の買取
り等の申出証明書の交付について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 1
(決)昭53.12. 2

児童課

5895 10 磐田学園建設関係綴
租税特別措置法施行規則第14条第７項に規定する
書類の発行を予定している事業に関する説明書の
提出について

昭和５３年度
(起)昭53.11.29
(決)昭53.11.29

児童課

5895 11 磐田学園建設関係綴 土地（県有施設）の取得について（協議） 昭和５３年度
(起)昭53.10.19
(決)昭53.10.31

児童課

5895 12 磐田学園建設関係綴 磐田学園の改築に伴う事業計画書の提出について 昭和５３年度
(起)昭53.11. 8
(決)昭53.11. 9

児童課

5895 13 磐田学園建設関係綴 県立磐田学園整備工事の委託について 昭和５３年度 (収)昭53.10.24
静岡県土地開発
公社

5895 14 磐田学園建設関係綴 磐田学園土地造成等工事の委託について 昭和５３年度
(起)昭53.10.17
(決)昭53.10.18
(施)昭53.10.19

児童課

5895 15 磐田学園建設関係綴 磐田学園の改築計画打合せ会の開催について 昭和５３年度
(起)昭53. 9. 4
(決)昭53. 9. 7
(施)昭53. 9. 7

児童課

5895 16 磐田学園建設関係綴
精神薄弱児施設の施設及び同附属建物の状況につ
いて

昭和５３年度 (起)昭53. 7. 1 児童課

5895 17 磐田学園建設関係綴 昭和53年度営繕工事の調査・設計依頼について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.16
(決)昭53. 2.16
(施)昭53. 2.16

児童課

5896 1
磐田学園整備工事委託業務完了報
告

検査復命書 昭和５３年度 (収)昭53.11.28
静岡県土地開発
公社

5896 2
磐田学園整備工事委託業務完了報
告

写真帳 昭和５３年度
静岡県土地開発
公社

5896 3
磐田学園整備工事委託業務完了報
告

磐田学園敷地造成工事変更設計書 昭和５３年度
静岡県土地開発
公社

5897 1 社会福祉施設整備国庫協議書 昭和54年度社会福祉施設整備協議総括表 昭和５４年度

5897 2 社会福祉施設整備国庫協議書 社会福祉施設整備協議書について 昭和５３年度 (収)昭54. 2. 6
社会福祉法人富
岳会

5897 3 社会福祉施設整備国庫協議書 社会福祉施設整備協議書 ねむの木学園

5897 4 社会福祉施設整備国庫協議書
昭和54年度における社会福祉施設整備計画の協議
について（進達）

昭和５３年度 (起)昭54. 2.15 児童課

5897 5 社会福祉施設整備国庫協議書
昭和54年度における社会福祉施設整備計画の協議
について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 9
(決)昭54. 2.10
(施)昭54. 2.10

児童課

5897 6 社会福祉施設整備国庫協議書 社会福祉施設整備協議書 駿東学園

5898 1 社会福祉施設整備事業申請書
昭和54年度社会福祉施設等設備整備費国庫補助金
の交付申請について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.14
(施)昭55. 2.14

障害福祉課

5898 2 社会福祉施設整備事業申請書
昭和54年度社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
の交付申請について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.27
(決)昭54. 9.28
(施)昭54. 9.28

障害福祉課
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5898 3 社会福祉施設整備事業申請書
昭和54年度社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
の交付申請について

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 3
(決)昭54. 8. 3
(施)昭54. 8. 3

障害福祉課

5898 4 社会福祉施設整備事業申請書
昭和54年度社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
の交付申請について

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 2
(決)昭54. 7. 4
(施)昭54. 7. 4

障害福祉課

5899 1
社会福祉施設等施設整備費事業実
績報告書

昭和54年度社会福祉施設等施設整備費補助金の実
績報告について（（社）富学会）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

障害福祉課

5899 2
社会福祉施設等施設整備費事業実
績報告書

昭和54年度社会福祉施設等施設整備費補助金の実
績報告について（（社）ミルトス会）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

障害福祉課

5899 3
社会福祉施設等施設整備費事業実
績報告書

昭和54年度社会福祉施設等施設整備費補助金の実
績報告について（磐田学園）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

障害福祉課

5900 1
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

復命書（富岳会）（竣工検査） 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 5 障害福祉課

5900 2
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

昭和54年度社会福祉施設等施設（設備）整備費補
助金の交付確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5. 2
(施)昭55. 5. 2

障害福祉課

5900 3
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

昭和54年度県単独社会福祉施設整備費補助金の交
付決定の変更について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.26

障害福祉課

5900 4
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

昭和54年度社会福祉施設等設備整備費補助金の交
付決定について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.26

障害福祉課

5900 5
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

昭和54年度社会福祉施設等設備整備費補助金の内
示について

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 4
(決)昭55. 2. 4
(施)昭55. 2. 4

障害福祉課

5900 6
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

昭和54年度県単独社会福祉施設整備費補助金の交
付決定（内示）について

昭和５４年度 (起)昭54.12.11 障害福祉課

5900 7
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

昭和54年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交
付決定について

昭和５４年度 (起)昭54.12.11 障害福祉課

5900 8
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

精神薄弱者福祉ホーム及び心身障害児総合通園セ
ンターの施設整備計画の協議について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.15
(決)昭54. 8.15
(施)昭54. 8.15

障害福祉課

5900 9
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

昭和54年度社会福祉施設等施設整備費補助金の内
示について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.13
(決)昭54. 8.16
(施)昭54. 8.16

障害福祉課

5900 10
社会福祉施設整備事業（内示・決
定・確定）通知書

昭和54年度社会福祉施設等施設整備費補助金の内
示について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 9
(決)昭54. 6.11
(施)昭54. 6.11

障害福祉課

5901 1
「あしたか太陽の丘」施設整備費
補助金交付申請書

心身障害者社会復帰総合施設「あしたか太陽の
丘」社会福祉施設整備費補助金の交付決定につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.20

障害福祉課

5901 2
「あしたか太陽の丘」施設整備費
補助金交付申請書

心身障害者社会復帰総合施設「あしたか太陽の
丘」社会福祉施設整備事業計画変更承認について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

障害福祉課

5901 3
「あしたか太陽の丘」施設整備費
補助金交付申請書

心身障害者社会復帰総合施設「あしたか太陽の
丘」社会福祉施設整備費補助金について

昭和５６年度 (起)昭56. 6.15 障害福祉課

5902 1
「あしたか太陽の丘」施設整備変
更承認申請書

心身障害者社会復帰総合施設「あしたか太陽の
丘」社会福祉施設整備費補助金の交付決定の変更
について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.18
(決)昭56. 3.24

障害福祉課

5903 1
「あしたか太陽の丘」施設整備事
業実績報告書

心身障害者社会復帰総合施設「あしたか太陽の
丘」社会福祉施設整備費補助金の交付確定につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 8.27
(決)昭56. 8.31
(施)昭56. 8.31

障害福祉課
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5904 1
精神薄弱者通勤寮設置協議書（浮
島寮）

精神薄弱者通勤寮設置及び経営認定の協議につい
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.18
(決)昭56. 2.25
(施)昭56. 2.25

障害福祉課

5905 1 静岡歯科技工専門学校の指定 静岡山水歯科衛生士学院の指定について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.29
(決)昭53. 3.30
(施)昭53. 3.31

医務課

5905 2 静岡歯科技工専門学校の指定 歯科衛生士養成所指定申請書の進達について 昭和５２年度
(起)昭52.10.24
(決)昭52.10.26
(施)昭52.10.26

医務課

5905 3 静岡歯科技工専門学校の指定
歯科衛生士養成所指定規則第２条の規定に基づく
指定の申請について

昭和５２年度
(起)昭53. 1. 6
(決)昭53. 1.12
(施)昭53. 1.12

医務課

5906 1 歯科技工学実習帳 歯科技工学実習帳 昭和５２年度
静岡歯科技工士
養成所

5907 1
授業計画書（静岡歯科技工養成
所）

授業計画書（静岡歯科技工養成所） 昭和５２年度
静岡歯科技工士
養成所

5908 1
静岡県歯科技工士養成所設立に関
する要望書

静岡県歯科技工士養成所設立に関する要望書 昭和５３年度 (収)昭53.10.30
静岡県歯科医師
会

5909 1
静岡県歯科技工士養成所設立申請
書

静岡県歯科医師会立静岡歯科技工士養成所の指定
について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 3.30
(施)昭54. 3.30

医務課

5909 2
静岡県歯科技工士養成所設立申請
書

意見書送付について 昭和５３年度 (収)昭54. 3.16
静岡県歯科技工
士会

5909 3
静岡県歯科技工士養成所設立申請
書

静岡歯科技工士養成所に関する改修工事について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 9
(施)昭54. 3. 9

医務課

5909 4
静岡県歯科技工士養成所設立申請
書

復命書（静岡歯科技工士養成所指定申請書に関す
る書類審査）

昭和５３年度 (起)昭54. 1.31 医務課

5909 5
静岡県歯科技工士養成所設立申請
書

復命書（静岡歯科技工士養成所に関する打合せ） 昭和５３年度 (起)昭54. 1. 5 医務課

5909 6
静岡県歯科技工士養成所設立申請
書

歯科技工士養成所指定規則第２条の規定に基づく
指定の申請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭53.12.26
(決)昭53.12.26
(施)昭53.12.26

医務課

5909 7
静岡県歯科技工士養成所設立申請
書

復命書（静岡歯科技工士養成所に関する打合せ） 昭和５３年度 (起)昭53.12.14 医務課

5909 8
静岡県歯科技工士養成所設立申請
書

歯科技工士養成所指定申請書の進達について 昭和５３年度
(起)昭53.10.30
(決)昭53.10.30
(施)昭53.10.30

医務課

5910 1 昭和50年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表（昭和51年２月１日現在） 昭和５０年度

5911 1 昭和51年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表（昭和52年２月１日現在） 昭和５１年度

5912 1 昭和52年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表（昭和53年２月１日現在） 昭和５２年度

5913 1 昭和53年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表（昭和54年２月１日現在） 昭和５３年度

5914 1 昭和54年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表（昭和55年２月１日現在） 昭和５４年度

5915 1 昭和55年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表（昭和56年２月１日現在） 昭和５５年度
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5916 1 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭55.12.13
(決)昭55.12.17
(施)昭55.12.17

環境衛生課

5916 2 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭55.12.13
(決)昭55.12.17
(施)昭55.12.17

環境衛生課

5916 3 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 7
(決)昭56. 1. 9
(施)昭56. 1. 9

環境衛生課

5916 4 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 7
(決)昭56. 1. 9
(施)昭56. 1. 9

環境衛生課

5916 5 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.21
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.26

環境衛生課

5916 6 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.21
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.26

環境衛生課

5916 7 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 4
(施)昭56. 2. 4

環境衛生課

5916 8 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.22
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.26

環境衛生課

5916 9 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 4
(施)昭56. 2. 4

環境衛生課

5916 10 墓地許可申請書（変更）　No.10 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 4
(施)昭56. 2. 4

環境衛生課

5917 1 墓地許可申請書（変更）　No.11 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.13
(施)昭56. 2.13

環境衛生課

5917 2 墓地許可申請書（変更）　No.11 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.19
(決)昭56. 2.19
(施)昭56. 2.20

環境衛生課

5917 3 墓地許可申請書（変更）　No.11 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 9
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.12

環境衛生課

5917 4 墓地許可申請書（変更）　No.11 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.17
(決)昭56. 3.19
(施)昭56. 3.19

環境衛生課

5917 5 墓地許可申請書（変更）　No.11 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

環境衛生課

5917 6 墓地許可申請書（変更）　No.11 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

環境衛生課

5917 7 墓地許可申請書（変更）　No.11 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

環境衛生課

5917 8 墓地許可申請書（変更）　No.11 墓地の区域の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

環境衛生課

5918 1
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第２回理容師美容師試験の実施につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 7.23
(決)昭55. 7.28
(施)昭55. 7.28

環境衛生課

5918 2
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第２回理容師美容師試験実施試験委員 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 1
(決)昭55. 9. 4
(施)昭55. 9. 4

環境衛生課

5918 3
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第２回理容師美容師試験実施試験委員
打ち合せ会の開催について

昭和５５年度 (起)昭55. 9.10 環境衛生課
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5918 4
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第２回理容師美容師試験学科試験問題
について

昭和５５年度 (起)昭55.10.21 環境衛生課

5918 5
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第２回理容師美容師試験受験要領・練
習問題について

昭和５５年度
(起)昭55.10.22
(決)昭55.10.22

環境衛生課

5918 6
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第２回理容師美容師試験学科試験の合
格者の決定について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 6
(決)昭55.11. 6
(施)昭55.11. 7

環境衛生課

5918 7
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第２回理容師美容師試験実地試験問題
について

昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.11.25

環境衛生課

5918 8
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第２回理容師美容師試験の合格者の決
定について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 5
(決)昭55.12. 5
(施)昭55.12. 9

環境衛生課

5918 9
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度クリーニング師試験の実施について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.15
(決)昭55. 7.15

環境衛生課

5918 10
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度クリーニング師試験実地試験委員打ち
合せ会の開催について

昭和５５年度 (起)昭55. 9.17 環境衛生課

5918 11
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度クリーニング師試験実地試験委員 昭和５５年度
(起)昭55. 8.28
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9.17

環境衛生課

5918 12
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度クリーニング師試験問題について 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 5 環境衛生課

5918 13
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度クリーニング師試験の合格者の決定に
ついて

昭和５５年度 (起)昭55.10. 7 環境衛生課

5918 14
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第１回理容師美容師試験の実施につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 2.25
(決)昭55. 2.26
(施)昭55. 2.28

環境衛生課

5918 15
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第１回理容師美容師試験実地試験委員 昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.17

環境衛生課

5918 16
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第１回理容師美容師試験学科試験問題
について

昭和５５年度 (起)昭55. 5. 7 環境衛生課

5918 17
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第１回理容師美容師試験受験要領・練
習問題について

昭和５５年度 (起)昭55. 5. 8 環境衛生課

5918 18
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第１回理容師美容師試験学科試験の合
格者の決定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.20
(決)昭55. 5.20

環境衛生課

5918 19
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第１回理容師美容師試験実地試験問題
について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 6
(決)昭55. 6. 7

環境衛生課

5918 20
理容・美容・クリーニング師試験
関係綴

昭和55年度第１回理容師美容師試験の合格者の決
定について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.18
(決)昭55. 6.18
(施)昭55. 6.20

環境衛生課

5919 1 理美容の業権問題調査表 理容師法及び美容師法の運用について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 8
(決)昭54. 8.11
(施)昭54. 8.11

環境衛生課

5919 2 理美容の業権問題調査表 理容師法及び美容師法の運用について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.29
(決)昭54. 9.29
(施)昭54. 9.29

環境衛生課

5920 1
墓地許可申請書（富士宮市民霊
園）

財団法人富士宮市公園公社設立許可申請書 昭和５３年度 (収)昭54. 3.10
富士宮市公園公
社設立者

5921 1 クリーニング適正化規程関係綴
静岡県クリーニング業適正化規程認可申請書につ
いて（伺い）

昭和３５年度
(起)昭35.12. 1
(決)昭35.12.20

公衆衛生課
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5921 2 クリーニング適正化規程関係綴
クリーニング業に対する適正化規程認可申請書の
送付について

昭和３５年度
(起)昭35.12.15
(決)昭35.12.20
(施)昭36. 1.11

公衆衛生課

5921 3 クリーニング適正化規程関係綴
環衛法の規定に基く適正化規程の諮問について
（伺）

昭和３５年度
(起)昭35.12.15
(決)昭35.12.19

公衆衛生課

5921 4 クリーニング適正化規程関係綴 伺（小委員会委員について） 昭和３５年度
(起)昭36. 1. 7
(決)昭36. 1. 7

公衆衛生課

5921 5 クリーニング適正化規程関係綴 県環境衛生適正化審議会小委員会の開催について 昭和３５年度
(起)昭36. 1. 7
(決)昭36. 1. 7
(施)昭36. 1.11

公衆衛生課

5921 6 クリーニング適正化規程関係綴 小委員会結果報告について 昭和３５年度
(起)昭36. 1.19
(決)昭36. 1.30

公衆衛生課

5921 7 クリーニング適正化規程関係綴 県環境衛生適正化審議会開催について 昭和３５年度
(起)昭36. 1.30
(決)昭36. 1.31
(施)昭36. 2. 1

公衆衛生課

5921 8 クリーニング適正化規程関係綴 小委員会開催について 昭和３５年度
(起)昭36. 2. 9
(決)昭36. 2.10
(施)昭36. 2.10

公衆衛生課

5921 9 クリーニング適正化規程関係綴 小委員会開催について 昭和３５年度
(起)昭36. 2.16
(決)昭36. 2.16
(施)昭36. 2.17

公衆衛生課

5921 10 クリーニング適正化規程関係綴 クリーニング工場視察について 昭和３５年度
(起)昭36. 2.23
(決)昭36. 2.23
(施)昭36. 2.25

公衆衛生課

5921 11 クリーニング適正化規程関係綴 小委員会開催について（通知） 昭和３５年度
(起)昭36. 3. 9
(決)昭36. 3.10
(施)昭36. 3.11

公衆衛生課

5921 12 クリーニング適正化規程関係綴
静岡県クリーニング業適正化規程の審議結果の報
告について

昭和３６年度
(起)昭36. 3.22
(決)昭36. 3.24
(施)昭36. 4. 4

公衆衛生課

5921 13 クリーニング適正化規程関係綴 環境衛生適正化審議会開催について 昭和３６年度
(起)昭36. 4.17
(決)昭36. 4.18
(施)昭36. 4.19

公衆衛生課

5921 14 クリーニング適正化規程関係綴 小委員会報告について 昭和３６年度
(起)昭36. 4.20
(決)昭36. 4.23

公衆衛生課

5921 15 クリーニング適正化規程関係綴
クリーニング業に対する適正化規程の答申につい
て（伺）

昭和３６年度
(起)昭36. 4.20
(決)昭36. 4.25

公衆衛生課

5921 16 クリーニング適正化規程関係綴
静岡県クリーニング業適正化規程の設定認可につ
いて

昭和３６年度
(起)昭36. 4.26
(決)昭36. 4.27
(施)昭36. 4.28

公衆衛生課

5921 17 クリーニング適正化規程関係綴
静岡県クリーニング業適正化規程の設定認可につ
いて

昭和３６年度
(起)昭36. 5. 1
(決)昭36. 5. 1
(施)昭36. 5.13

公衆衛生課

5921 18 クリーニング適正化規程関係綴
静岡県クリーニング業適正化規程の設定認可につ
いて

昭和３６年度
(起)昭36. 5. 1
(決)昭36. 5. 1
(施)昭36. 5.13

公衆衛生課

5921 19 クリーニング適正化規程関係綴 クリーニング業適正化規程について 昭和３６年度
(起)昭36. 5.10
(決)昭36. 5.10
(施)昭36. 5.18

公衆衛生課

5921 20 クリーニング適正化規程関係綴
静岡県クリーニング業適正化規程の実施にともな
う監視指導について

昭和３６年度
(起)昭36. 5. 8
(決)昭36. 5. 9
(施)昭36. 5. 9

公衆衛生課

5921 21 クリーニング適正化規程関係綴
静岡県統計調査条例による理容所及びクリーニン
グ所実態調査実施について（伺）

昭和３４年度
(起)昭35. 1.13
(決)昭35. 1.23

公衆衛生課

5921 22 クリーニング適正化規程関係綴
旧適正化基準に基づく適正化規程の取扱いについ
て

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.19

環境衛生課
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5921 23 クリーニング適正化規程関係綴 静岡県クリーニング業適正化規程の廃止について 昭和６２年度
(起)昭62. 6. 1
(施)昭62. 6.11

環境衛生課

5922 1 地下街安全対策関係綴
地下道等安全対策委員会・安全対策検討部会の部
会員の委嘱について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.22 知事公室長

5922 2 地下街安全対策関係綴
地下道等安全対策委員会専門委員会第１回合同会
議

昭和５５年度 (収)昭55. 9.19 消防防災課

5922 3 地下街安全対策関係綴
地下道等安全対策委員会安全対策検討部会第１回
部会

昭和５５年度 (収)昭55. 9.24 消防防災課

5922 4 地下街安全対策関係綴 地下道等安全対策検討部会実務担当者打合会 昭和５５年度 (収)昭55.10. 4 消防防災課

5922 5 地下街安全対策関係綴 地下道等安全対策検討部会第２回会合 昭和５５年度 (収)昭55.10.20 消防防災課

5922 6 地下街安全対策関係綴 地下道等安全対策専門委員会 昭和５５年度 (収)昭55.10.31 消防防災課

5922 7 地下街安全対策関係綴 地下道安全対策検討部会第２回 昭和５５年度 (収)昭55.11.20 消防防災課

5922 8 地下街安全対策関係綴 静岡県地下道等安全対策推進要綱の運用について 昭和５６年度 (収)昭56. 4.21 知事公室長

5922 9 地下街安全対策関係綴 静岡県ガス保安対策連絡会議（第２回） 昭和５６年度 (収)昭57. 2.18

5922 10 地下街安全対策関係綴 地下街の取り扱いについて（送付） 昭和６１年度 (収)昭61.11. 8 住宅部長

5922 11 地下街安全対策関係綴
静岡県地下道等連絡協議会運営要領の一部改正及
び運営要領細則の制定について

昭和６１年度
(起)昭61. 9.29
(決)昭61. 9.29
(施)昭61. 9.29

環境衛生課

5922 12 地下街安全対策関係綴 地下道等の設置に関する承認について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.19 計画課長

5922 13 地下街安全対策関係綴 復命書（静岡県ガス保安連絡対策会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.21 環境衛生課

5923 1 ビル管理登録政令市接渉関係綴
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の
運営について（協議）

昭和５８年度 (起)昭58.10. 4 環境衛生課

5923 2 ビル管理登録政令市接渉関係綴
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の
一部改正に伴なう事業登録事務等の施行について

昭和５６年度 (起)昭56. 5.15 環境衛生課

5923 3 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務取扱いについて

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 8
(決)昭56. 5. 8
(施)昭56. 5. 8

環境衛生課

5923 4 ビル管理登録政令市接渉関係綴
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の
一部改正に伴なう政令市への事務等の依頼につい
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(施)昭56. 3.30

環境衛生課

5923 5 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（照会）

昭和５８年度 (施)昭58. 7. 7 環境衛生課

5923 6 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.28
北海道衛生部衛
生施設課長
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5923 7 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.20
宮城県保健環境
部環境衛生課長

5923 8 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.30
新潟県衛生部環
境衛生課長

5923 9 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.20
石川県厚生部環
境衛生課長

5923 10 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 8.11
神奈川県衛生部
環境衛生課長

5923 11 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 8. 9
愛知県衛生部環
境衛生課長

5923 12 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.14
兵庫県保健環境
部環境衛生課長

5923 13 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.18
和歌山県衛生部
環境衛生課長

5923 14 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.15
広島県環境保健
部環境衛生課長

5923 15 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（報告）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.21
福岡県衛生部環
境整備局整備課
長

5923 16 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.25
長崎県環境部環
境衛生課長

5923 17 ビル管理登録政令市接渉関係綴
「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」に係る事務等の政令市への依頼状況について
（回答）

昭和５８年度 (収)昭58. 7.20
熊本県環境衛生
課長

5924 1 52黄綬褒章関係綴
昭和52年度秋の褒章候補者の推せんについて（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7. 5
(施)昭52. 7. 8

職業訓練課

5924 2 52黄綬褒章関係綴 昭和53年度春の褒章候補者の功績調書について 昭和５２年度
(起)昭52.10.24
(決)昭52.10.24

職業訓練課

5924 3 52黄綬褒章関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５２年度 (起)昭52.11. 1 職業訓練課

5925 1 52叙勲関係綴
昭和52年度秋の叙勲候補者の推せんについて（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 2
(決)昭52. 5. 6
(施)昭52. 5. 9

職業訓練課

5925 2 52叙勲関係綴
昭和52年度春の叙勲候補者の推せんについて（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51.12.20
(決)昭51.12.21
(施)昭51.12.21

職業訓練課

5925 3 52叙勲関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 4.28
(決)昭52. 4.28
(施)昭52. 4.28

職業訓練課
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5925 4 52叙勲関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５１年度
(起)昭51.12.15
(決)昭51.12.15
(施)昭51.12.15

職業訓練課

5925 5 52叙勲関係綴
昭和52年度春の叙勲候補者の推せんについて（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51.11.17
(決)昭51.11.18
(施)昭51.11.22

職業訓練課

5925 6 52叙勲関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５１年度
(起)昭51.11.15
(決)昭51.11.15
(施)昭51.11.15

職業訓練課

5925 7 52叙勲関係綴 昭和52年度春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.11.13
(決)昭51.11.13
(施)昭51.11.13

職業訓練課

5926 1 53叙勲関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５３年度 (起)昭53.10.30 職業訓練課

5926 2 53叙勲関係綴 昭和53年度秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５３年度 (起)昭53. 4.24 職業訓練課

5926 3 53叙勲関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 6
(決)昭53. 4.11
(施)昭53. 4.11

職業訓練課

5927 1 53黄綬褒章関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５３年度 (起)昭54. 3.14 職業訓練課

5927 2 53黄綬褒章関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.29
(決)昭53. 9.29
(施)昭53. 9.30

職業訓練課

5927 3 53黄綬褒章関係綴 昭和53年度春の褒章候補者の推せんについて 昭和５３年度
(起)昭53. 3.23
(決)昭53. 4.10
(施)昭53. 4.10

職業訓練課

5927 4 53黄綬褒章関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５２年度 (起)昭53. 3.23 職業訓練課

5928 1 54叙勲関係綴 昭和55年度春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５４年度 (起)昭54.10.11 職業訓練課

5928 2 54叙勲関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５４年度 (起)昭55. 2.20 職業訓練課

5928 3 54叙勲関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５４年度 (起)昭54. 9.19 職業訓練課

5928 4 54叙勲関係綴 昭和54年知事表彰候補者に関する調査について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.24
(決)昭54. 7.25
(施)昭54. 7.25

職業訓練課

5928 5 54叙勲関係綴 昭和54年度秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５４年度 (起)昭54. 4.23 職業訓練課

5928 6 54叙勲関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 4 職業訓練課

5929 1 54黄綬褒章関係綴
昭和55年秋の叙勲及び褒章への推せん候補者にか
かる調書について

昭和５４年度 (起)昭55. 3.13 職業訓練課

5929 2 54黄綬褒章関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５４年度 (起)昭55. 2.20 職業訓練課

5930 1 55黄綬褒章関係綴 昭和56年度春の褒章候補者にかかる調書について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(決)昭55.10. 6
(施)昭55.10. 6

職業訓練課

5930 2 55黄綬褒章関係綴 身分調書及び戸籍抄本の交付について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55. 9.24
(施)昭55. 9.24

職業訓練課
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5931 1 身体障害者職業訓練校復命書等綴 復命書（社会福祉法人設立発起人会） 昭和５１年度 (起)昭52. 2.18 職業訓練課

5931 2 身体障害者職業訓練校復命書等綴
民生関係、教育関係施設設置者等の意見聴取結果
について

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 8
(決)昭52. 2.14

職業訓練課

5931 3 身体障害者職業訓練校復命書等綴
民生関係施設、教育関係施設設置者等の意見聴取
について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51.12. 2
(決)昭51.12. 4

職業訓練課

5931 4 身体障害者職業訓練校復命書等綴
身体障害者職業訓練校の設置に伴う意見交換会で
の次第および配布資料について（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51.11.17 職業訓練課

5931 5 身体障害者職業訓練校復命書等綴
身体障害者職業訓練校の設置に伴う意見交換会に
ついて（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51.10.27
(決)昭51.11. 2
(施)昭51.11. 2

職業訓練課

5931 6 身体障害者職業訓練校復命書等綴 身体障害者に対する職業訓練施設の設置について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 6
(決)昭51. 1. 6
(施)昭51. 1. 6

職業訓練課

5931 7 身体障害者職業訓練校復命書等綴
復命書（身体障害者職業訓練校基本設計に関する
調査）

昭和５１年度 (起)昭51.11. 8 職業訓練課

5931 8 身体障害者職業訓練校復命書等綴
県立身体障害者職業訓練校設置に伴う今後の作業
日程（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.30
(決)昭51.10.12

職業訓練課

5931 9 身体障害者職業訓練校復命書等綴 心身障害者雇用業界代表者の意向聴取について 昭和５１年度 (起)昭51. 9. 1 職業訓練課

5931 10 身体障害者職業訓練校復命書等綴
心身障害者雇用企業代表者の意向聴取結果につい
て

昭和５１年度 (起)昭51.10.27 職業訓練課

5931 11 身体障害者職業訓練校復命書等綴 復命書（身体障害者職業訓練調査） 昭和５１年度 (起)昭51. 5.20 職業訓練課

5931 12 身体障害者職業訓練校復命書等綴
昭和51年度身体障害者職業訓練校の入校者に関す
る調査について（照会）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.22
(決)昭51. 4.24
(施)昭51. 4.26

職業訓練課

5932 1
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.１

総合社会福祉施設基本構想検討会要旨 昭和５１年度 (起)昭51. 7.28 職業訓練課

5932 2
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.１

復命書（総合社会福祉施設専門検討懇談会） 昭和５１年度 (起)昭51. 8.24 職業訓練課

5932 3
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.１

心身障害児者総合対策委員会（５人委員会）幹事
会の開催について

昭和５１年度 (収)昭51. 7. 7 民生部長

5932 4
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.１

公共職業訓練施設における身体障害者等の訓練状
況について

昭和５１年度 (起)昭51. 7.26 職業訓練課

5933 1
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.２

静岡県総合社会福祉施設各施設平面計画案 昭和５１年度 (収)昭52. 2.23 田中建築事務所

5933 2
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.２

打合会資料 昭和５１年度 (起)昭52. 1.17 社会課

5933 3
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.２

静岡県総合社会福祉施設基本設計　面積表 昭和５１年度 (収)昭52. 1.19 田中建築事務所

5933 4
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.２

静岡県総合社会福祉施設基本設計に伴う質問事項
に対する回答について

昭和５１年度 (起)昭51.12.21 職業訓練課

5933 5
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.２

総合社会福祉施設建設に伴う基本設計業者選考委
員会の開催について

昭和５１年度 (収)昭51.12. 2 民生部長
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5933 6
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.２

身体障害者職業訓練校設置に伴う意見交換会記録 昭和５１年度 (起)昭51.11.19 職業訓練課

5933 7
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.２

総合社会福祉施設基本設計事前打合せ会開催につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51.11.28 民生部長

5934 1
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.３

静岡県総合社会福祉施設基本設計　暖冷房給湯設
備におけるコストスタディ

昭和５２年度 (収)昭52. 4. 9 田中建築事務所

5934 2
身体障害者職業訓練校関係綴　
No.３

静岡県総合福祉施設あしたか太陽の丘建設工事　
基本設計説明書

昭和５１年度 (収)昭52. 3.  田中建築事務所

5935 1
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.18
北海道身体障害
者職業訓練校校
長

5935 2
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.21
青森県立身体障
害者職業訓練校
長

5935 3
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.25
宮城身体障害者
職業訓練校長

5935 4
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.27
東京身体障害者
職業訓練校長

5935 5
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.19
愛知身体障害者
職業訓練校長

5935 6
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.22
石川身体障害者
職業訓練校長

5935 7
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.21
愛知県春日台職
業訓練校長

5935 8
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.18
大阪身体障害者
職業訓練校長

5935 9
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.19
兵庫職業訓練校
長

5935 10
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.22
兵庫県立身体障
害者職業訓練校
長

5935 11
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.18
広島身体障害者
職業訓練校長

5935 12
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.18
福岡身体障害者
職業訓練校長

5935 13
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.１

昭和52年度身体障害者職業訓練校の入校者等に関
する調査について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 7.18
鹿児島身体障害
者職業訓練校長

5936 1
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 4.24
北海道身体障害
者職業訓練校校
長

5936 2
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 7.21
青森県立身体障
害者職業訓練校
長
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5936 3
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 5. 1
石川身体障害者
職業訓練校長

5936 4
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 4.24
愛知身体障害者
職業訓練校長

5936 5
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 5. 9
愛知県春日台職
業訓練校長

5936 6
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 4.21
大阪身体障害者
職業訓練校長

5936 7
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 9. 4
兵庫職業訓練校
長

5936 8
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 4.18
兵庫県立身体障
害者職業訓練校
長

5936 9
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 4.20
広島身体障害者
職業訓練校長

5936 10
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 5. 1
福岡身体障害者
職業訓練校長

5936 11
身体障害者職業訓練校に関する調
査綴　No.２

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて（回答）

昭和５３年度 (収)昭53. 4.18
鹿児島身体障害
者職業訓練校長

5937 1 あしたか太陽の丘関係綴
「あしたか太陽の丘」施設建設の進行状況及び今
後の運営等について

昭和５３年度 (収)昭53.12. 9 社会課長

5938 1 身体障害者職業訓練校建設関係綴
身体障害者職業訓練校建設　最終会田中建築事務
所との打合せ会

昭和５３年度 (起)昭54. 2.21 職業訓練課

5938 2 身体障害者職業訓練校建設関係綴
身体障害者職業訓練校建設　第３回田中建築事務
所との打合せ会

昭和５３年度 (起)昭54. 2. 8 職業訓練課

5938 3 身体障害者職業訓練校建設関係綴
身体障害者職業訓練校建設　第２回田中建築事務
所との打合せ会

昭和５３年度 (起)昭54. 1.31 職業訓練課

5938 4 身体障害者職業訓練校建設関係綴
静岡県立身体障害者職業訓練校（空調・給排水衛
生設備工事第１回打合わせ資料）

昭和５３年度 (収)昭54. 1.31 田中建築事務所

5938 5 身体障害者職業訓練校建設関係綴 随意契約執行伺 昭和５３年度 (起)昭54. 1. 9 営繕課

5938 6 身体障害者職業訓練校建設関係綴 基本設計図 昭和５３年度 (収)昭53. 6.  田中建築事務所

5939 1 身体障害者職業訓練校建設費綴 静岡県立身体障害者職業訓練校建設費等一覧表 昭和５３年度

5940 1
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

労働省の指示事項提出について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.28
(決)昭54. 3. 2
(施)昭54. 3. 2

職業訓練課

5940 2
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

公共職業訓練施設の設置認可申請事前打合せ提出
資料について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.14
(決)昭54. 2.14
(施)昭54. 2.15

職業訓練課

5940 3
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校設置計画（案）提
出について

昭和５３年度
(起)昭53.12.20
(決)昭53.12.21

職業訓練課
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5940 4
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校設置計画（案）提
出について

昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.19
(施)昭53.12.20

職業訓練課

5940 5
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校設置計画（案）提
出について

昭和５３年度 (起)昭53.12.12 職業訓練課

5940 6
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

復命書 昭和５３年度 (起)昭53.11.29 職業訓練課

5940 7
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

復命書 昭和５３年度 (起)昭53.11.25 職業訓練課

5940 8
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校平面図送付につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 9.22
(決)昭53. 9.25
(施)昭53. 9.26

職業訓練課

5940 9
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

身体障害者更正援護施設等調査について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.18
(決)昭53. 9.19
(施)昭53. 9.22

職業訓練課

5940 10
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校訓練科目等の審議
の経緯について

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 4
(決)昭53. 9. 6
(施)昭53. 9. 6

職業訓練課

5940 11
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

身体障害者職業訓練校の教材教具に関する調査に
ついて

昭和５３年度 (収)昭53. 8.29
職業訓練指導員
研修所

5940 12
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校運営経費について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.26
(決)昭53. 7.26
(施)昭53. 7.28

職業訓練課

5940 13
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校計画面積表につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.11
(施)昭53. 7.12

職業訓練課

5940 14
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校設置計画について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.24
(決)昭53. 6.26
(施)昭53. 6.27

職業訓練課

5940 15
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

復命書 昭和５３年度 (起)昭53. 6.29 職業訓練課

5940 16
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校面積表の提出につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 6.24
(決)昭53. 6.26
(施)昭53. 6.26

職業訓練課

5940 17
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

労働省の指示事項提出について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.24
(決)昭53. 6.26
(施)昭53. 6.26

職業訓練課

5940 18
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県総合社会福祉施設基本構想検討会経過の提
出について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.19
(決)昭53. 5.23
(施)昭53. 5.23

職業訓練課

5940 19
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校設置計画の概要
（案）提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.12
(決)昭53. 5.12
(施)昭53. 5.13

職業訓練課

5940 20
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

昭和53年度第１回県立身体障害者職業訓練校設置
準備委員会開催次第及び配布資料について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.26
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

職業訓練課

5940 21
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

業界代表者の意向調査について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.11
(決)昭53. 4.13

職業訓練課

5940 22
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

県内企業に対するアンケート調査実施について
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.11
(決)昭53. 4.13

職業訓練課

5940 23
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

第１回県立身体障害者職業訓練校設置準備委員会
の開催について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.14
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.17

職業訓練課

5940 24
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

静岡県立身体障害者職業訓練校設置準備委員会に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 7
(決)昭53. 4.14
(施)昭53. 4.14

職業訓練課
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5940 25
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

身体障害者職業訓練校の入校者等に関する調査に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 4
(決)昭53. 4. 6
(施)昭53. 4. 6

職業訓練課

5940 26
身体障害者職業訓練校設置準備委
員会関係

精神薄弱者授産施設・身体障害者授産施設・精神
薄弱者厚生施設視察実施について

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 4
(決)昭53. 4. 4
(施)昭53. 4. 5

職業訓練課

5941 1 職員公社（北海道事務所） 復命書 昭和５５年度 (起)昭55. 6.26 観光貿易課

5941 2 職員公社（北海道事務所） 県公舎賃付料の決定について 昭和５３年度 (起)昭54. 3.22 観光貿易課

5941 3 職員公社（北海道事務所） 県公舎賃付料の決定について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.16
(決)昭51. 3.16

中小企業課

5942 1 北海道事務所職員公舎災害関係綴 検査員の任命について 昭和５５年度 (起)昭55. 9. 1 観光貿易課

5942 2 北海道事務所職員公舎災害関係綴
北海道事務所職員公舎火災に係る損害賠償につい
て

昭和５５年度 (起)昭55. 8.18 観光貿易課

5942 3 北海道事務所職員公舎災害関係綴 災害（火災）報告について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.26
(決)昭55. 6.30
(施)昭55. 6.30

観光貿易課

5942 4 北海道事務所職員公舎災害関係綴 火災損害届出について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.18

観光貿易課

5942 5 北海道事務所職員公舎災害関係綴 事故報告書の提出について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.11 観光貿易課

5943 1 北海道事務所廃止関係 公印の廃止について 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 1 観光貿易課

5943 2 北海道事務所廃止関係 電話加入権の所属替について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 4
(決)昭56. 9.16
(施)昭56. 9.16

観光貿易課

5943 3 北海道事務所廃止関係 電話加入権の所属替について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.14
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.31

観光貿易課

5943 4 北海道事務所廃止関係 普通財産の所属替について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.31

観光貿易課

5943 5 北海道事務所廃止関係
「静岡県物産事務所出品要領（昭和45年４月１日
静岡県告示第280号）」の一部改正について

昭和５５年度 (起)昭56. 3.20 観光貿易課

5943 6 北海道事務所廃止関係 静岡県北海道事務所閉所のお礼について 昭和５５年度 (起)昭56. 3. 5 観光貿易課

5943 7 北海道事務所廃止関係 事務所の廃止について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.27 観光貿易課

5943 8 北海道事務所廃止関係 北海道事務所の廃止に伴う挨拶状作成について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.23 観光貿易課

5944 1 大阪物産事務所廃止関係 公印の廃止について 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 1 観光貿易課

5944 2 大阪物産事務所廃止関係 旧大阪物産事務所事務引継について 昭和５５年度 (起)昭55. 4. 3 観光貿易課

5944 3 大阪物産事務所廃止関係 普通財産の所属替について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.12
(決)昭55. 6.26
(施)昭55. 6.26

観光貿易課
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5944 4 大阪物産事務所廃止関係 普通財産の所属替について 昭和５４年度 (起)昭55. 3. 4 観光貿易課

5944 5 大阪物産事務所廃止関係 電話加入権の所属替について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.27
(決)昭55. 3.31

観光貿易課

5944 6 大阪物産事務所廃止関係 電話加入権の譲与について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.17
(決)昭55. 3.27
(施)昭55. 3.27

観光貿易課

5944 7 大阪物産事務所廃止関係 行政財産の用途廃止及び譲与について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 4
(決)昭55. 3.14
(施)昭55. 3.14

観光貿易課

5944 8 大阪物産事務所廃止関係 物品の譲与及び譲渡について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.18
(決)昭55. 3. 3

観光貿易課

5945 1
昭和54年度地区再編農業構造改善
計画変更の承認

地区再編農業構造改善計画の変更について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 3
(施)昭55.10. 3

農政課

5945 2
昭和54年度地区再編農業構造改善
計画変更の承認

地区再編農業構造改善計画の変更について（協
議）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.12
(施)昭55. 9.13

農政課

5945 3
昭和54年度地区再編農業構造改善
計画変更の承認

地区再編農業構造改善計画の変更について（協
議）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 2
(決)昭55. 8. 7
(施)昭55. 8. 7

農政課

5945 4
昭和54年度地区再編農業構造改善
計画変更の承認

地区再編農業構造改善計画の変更について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 1
(決)昭55. 3. 4
(施)昭55. 3. 4

農政課

5945 5
昭和54年度地区再編農業構造改善
計画変更の承認

地区再編農業構造改善事業全体計画の変更につい
て（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 2. 2
(施)昭55. 2. 2

農政課

5946 1
昭和55年度地区再編農業構造改善
計画変更の承認

地区再編農業構造改善計画の変更について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.26
(施)昭56. 3.26

農政課

5946 2
昭和55年度地区再編農業構造改善
計画変更の承認

地区再編農業構造改善計画の変更について（協
議）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.30
(決)昭56. 2. 3
(施)昭56. 2. 3

農政課

5947 1 農村総合整備モデル事業一覧
農村総合整備モデル事業に係る農村環境施設関係
の年度別実施状況

昭和５８年度

5947 2 農村総合整備モデル事業一覧
農村総合整備モデル事業に係る農村環境施設関係
の60年度以降予定事業

昭和５８年度

5947 3 農村総合整備モデル事業一覧 松崎町農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 松崎町

5947 4 農村総合整備モデル事業一覧 大野農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 修善寺町

5947 5 農村総合整備モデル事業一覧 柿木農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 天城湯ヶ島町

5947 6 農村総合整備モデル事業一覧 松崎町農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 松崎町

5947 7 農村総合整備モデル事業一覧 池代農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 松崎町

5947 8 農村総合整備モデル事業一覧 改善センター（大仁町） 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 大仁町

5947 9 農村総合整備モデル事業一覧 神島集会センター 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 大仁町
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5947 10 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園（大仁町） 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 大仁町

5947 11 農村総合整備モデル事業一覧 修善寺町農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 修善寺町

5947 12 農村総合整備モデル事業一覧 堀切農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 修善寺町

5947 13 農村総合整備モデル事業一覧 加殿農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 修善寺町

5947 14 農村総合整備モデル事業一覧 牧之郷農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 修善寺町

5947 15 農村総合整備モデル事業一覧 大野農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 修善寺町

5947 16 農村総合整備モデル事業一覧 大平農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 修善寺町

5947 17 農村総合整備モデル事業一覧 日向農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 修善寺町

5947 18 農村総合整備モデル事業一覧 農村環境改善センター（天城湯ヶ島町） 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 天城湯ヶ島町

5947 19 農村総合整備モデル事業一覧 大平柿木農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 天城湯ヶ島町

5947 20 農村総合整備モデル事業一覧 韮山町農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 韮山町

5947 21 農村総合整備モデル事業一覧 長崎棒村公園（韮山町） 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 韮山町

5947 22 農村総合整備モデル事業一覧 奈古谷農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 韮山町

5947 23 農村総合整備モデル事業一覧 山木農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 韮山町

5947 24 農村総合整備モデル事業一覧 金谷農村公園（韮山町） 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 韮山町

5947 25 農村総合整備モデル事業一覧 南條農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 韮山町

5947 26 農村総合整備モデル事業一覧 多田公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 8 韮山町

5947 27 農村総合整備モデル事業一覧 清水市農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.17 清水市

5947 28 農村総合整備モデル事業一覧 山原農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.17 清水市

5947 29 農村総合整備モデル事業一覧 鳥ケ沢農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.17 清水市

5947 30 農村総合整備モデル事業一覧 宮平農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.17 清水市
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5947 31 農村総合整備モデル事業一覧 新田農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.17 清水市

5947 32 農村総合整備モデル事業一覧 大向農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.17 清水市

5947 33 農村総合整備モデル事業一覧 茂野島樽下公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.17 清水市

5947 34 農村総合整備モデル事業一覧 農村環境改善センター（岡部町） 昭和５８年度 (収)昭58.11.26 岡部町

5947 35 農村総合整備モデル事業一覧 大津農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.26 島田市

5947 36 農村総合整備モデル事業一覧 伊久美農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.26 島田市

5947 37 農村総合整備モデル事業一覧 東光寺公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.26 島田市

5947 38 農村総合整備モデル事業一覧 大草公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.26 島田市

5947 39 農村総合整備モデル事業一覧 長島公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.26 島田市

5947 40 農村総合整備モデル事業一覧 中平公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.26 島田市

5947 41 農村総合整備モデル事業一覧 相賀公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.26 島田市

5947 42 農村総合整備モデル事業一覧 （南）多目的共同利用施設 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浅羽町

5947 43 農村総合整備モデル事業一覧 （北）多目的共同利用施設 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浅羽町

5947 44 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園（西地区） 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浅羽町

5947 45 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園（南地区） 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浅羽町

5947 46 農村総合整備モデル事業一覧 大須賀町農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大須賀町

5947 47 農村総合整備モデル事業一覧 本谷地区農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大須賀町

5947 48 農村総合整備モデル事業一覧 石津地区農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大須賀町

5947 49 農村総合整備モデル事業一覧 藤塚地区農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大須賀町

5947 50 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 磐田市

5947 51 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 磐田市
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5947 52 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 磐田市

5947 53 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 磐田市

5947 54 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 磐田市

5947 55 農村総合整備モデル事業一覧 農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 磐田市

5947 56 農村総合整備モデル事業一覧 袋井市今井農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 袋井市

5947 57 農村総合整備モデル事業一覧 袋井市宇刈農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 袋井市

5947 58 農村総合整備モデル事業一覧 袋井市萱間農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 袋井市

5947 59 農村総合整備モデル事業一覧 袋井市三沢農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 袋井市

5947 60 農村総合整備モデル事業一覧 袋井市大日農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 袋井市

5947 61 農村総合整備モデル事業一覧 浜岡町農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浜岡町

5947 62 農村総合整備モデル事業一覧 浜岡町農村環境改善センター（サブセンター） 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浜岡町

5947 63 農村総合整備モデル事業一覧 梶ヶ谷地区農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浜岡町

5947 64 農村総合整備モデル事業一覧 山ヶ谷地区農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浜岡町

5947 65 農村総合整備モデル事業一覧 中尾地区農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 浜岡町

5947 66 農村総合整備モデル事業一覧 農村集落多目的共同利用施設 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 菊川町

5947 67 農村総合整備モデル事業一覧 農村集落多目的共同利用施設 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 菊川町

5947 68 農村総合整備モデル事業一覧 加茂農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 菊川町

5947 69 農村総合整備モデル事業一覧 下倉沢農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 菊川町

5947 70 農村総合整備モデル事業一覧 富田農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 菊川町

5947 71 農村総合整備モデル事業一覧 農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊岡村

5947 72 農村総合整備モデル事業一覧 農村環境改善サブセンター 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊岡村
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5947 73 農村総合整備モデル事業一覧 神田農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊岡村

5947 74 農村総合整備モデル事業一覧 大平農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊岡村

5947 75 農村総合整備モデル事業一覧 大東町農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大東町

5947 76 農村総合整備モデル事業一覧 東大坂地区農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大東町

5947 77 農村総合整備モデル事業一覧 三井地区農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大東町

5947 78 農村総合整備モデル事業一覧 三井農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大東町

5947 79 農村総合整備モデル事業一覧 東大坂農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 大東町

5947 80 農村総合整備モデル事業一覧 農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊田町

5947 81 農村総合整備モデル事業一覧 第２号公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊田町

5947 82 農村総合整備モデル事業一覧 第３号公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊田町

5947 83 農村総合整備モデル事業一覧 第５号公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊田町

5947 84 農村総合整備モデル事業一覧 第10号公園 昭和５８年度 (収)昭58.11.25 豊田町

5947 85 農村総合整備モデル事業一覧 浜松市農村環境改善センター 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 浜松市

5947 86 農村総合整備モデル事業一覧 伊佐見農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 浜松市

5947 87 農村総合整備モデル事業一覧 大久保農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 浜松市

5947 88 農村総合整備モデル事業一覧 和地農村公園 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 浜松市

5948 1 農村地域農業構造改善計画認定
昭和55年度農村地域農業構造改善計画（一般型）
の認定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 4.30

農政課

5948 2 農村地域農業構造改善計画認定
昭和55年度農村地域農業構造改善計画（一般型）
の認定について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.15
(決)昭55. 5.22
(施)昭55. 5.22

農政課

5949 1 青年農業士認定事業実施要領 静岡県青年農業士記章見本の配布について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.31
(決)昭54. 2. 1
(施)昭54. 2. 1

後継者育成課

5949 2 青年農業士認定事業実施要領
静岡県青年農業士記章の作製について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.21

後継者育成課

5949 3 青年農業士認定事業実施要領
静岡県青年農業士記章図案の制定について（うか
がい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.16
(決)昭53.12.19

後継者育成課
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5949 4 青年農業士認定事業実施要領
静岡県青年農業士認定事業実施要領の印刷につい
て（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 7
(決)昭53.11. 8
(施)昭53.11. 8

後継者育成課

5949 5 青年農業士認定事業実施要領
静岡県青年農業士認定事業実施要領の一部改正に
ついて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭55.12.25
(施)昭56. 1. 6

後継者育成課

5949 6 青年農業士認定事業実施要領
静岡県青年農業士認定事業実施要領の制定につい
て（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.26
(決)昭53. 7. 3
(施)昭53. 7. 6

後継者育成課

5949 7 青年農業士認定事業実施要領
静岡県青年農業士認定手続等細則の一部改正につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭55.12.25
(施)昭56. 1. 6

後継者育成課

5949 8 青年農業士認定事業実施要領
静岡県青年農業士認定手続等細則の制定について
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.26
(決)昭53. 7. 3
(施)昭53. 7. 6

後継者育成課

5950 1 模範農業研究集団等表彰関係綴
昭和55年度農村青少年農業研究集団の篤志指導者
に対する農林水産省農蚕園芸局長感謝状の授与に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 2
(決)昭56. 3. 2
(施)昭56. 3. 2

後継者育成課

5950 2 模範農業研究集団等表彰関係綴
昭和55年度農村青少年農業研究集団篤志指導者の
推せんについて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.22
(決)昭56. 1.23
(施)昭56. 1.23

後継者育成課

5950 3 模範農業研究集団等表彰関係綴
昭和55年度農村青少年農業研究集団篤志指導者の
推せんについて

昭和５５年度
(起)昭55.12.26
(決)昭56. 1. 6
(施)昭56. 1. 6

後継者育成課

5950 4 模範農業研究集団等表彰関係綴
昭和55年度農村青少年模範農業研究集団の農林水
産大臣賞受賞について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.25
(決)昭56. 2.26
(施)昭56. 2.26

後継者育成課

5950 5 模範農業研究集団等表彰関係綴
昭和55年度農村青少年模範農業研究集団に対する
農林水産大臣賞候補農業研究集団の推せんについ
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.22
(決)昭56. 1.23
(施)昭56. 1.23

後継者育成課

5950 6 模範農業研究集団等表彰関係綴
昭和55年度農村青少年模範農業研究集団の推せん
について

昭和５５年度
(起)昭55.12.26
(決)昭56. 1. 6
(施)昭56. 1. 6

後継者育成課

5950 7 模範農業研究集団等表彰関係綴
農村青少年農業研究集団育成協力機関等の決定に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 2.23
(決)昭56. 2.26
(施)昭56. 2.26

後継者育成課

5950 8 模範農業研究集団等表彰関係綴
昭和55年度農村青少年農業研究集団育成協力機関
等の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭56. 1.22
(決)昭56. 1.23
(施)昭56. 1.23

後継者育成課

5950 9 模範農業研究集団等表彰関係綴
昭和55年度農村青少年農業研究集団育成協力機関
等の推せん依頼について

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 5
(決)昭56. 1. 6
(施)昭56. 1. 6

後継者育成課

5951 1
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業会議費補助金交付要綱の一部改正につ
いて（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56.12.10
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

農政課

5951 2
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業委員会費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.10. 1
(決)昭56.10.26
(施)昭56.10.26

農政課

5951 3
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業会議費補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 9.29
(決)昭54.11.16
(施)昭54.11.16

農政課

5951 4
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助金交付要綱の一部改正について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.30 関東農政局

5951 5
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業委員会費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 7.28
(決)昭54. 8.22
(施)昭54. 8.22

農政課

5951 6
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助事業実施要領の一部改正につい
て

昭和５４年度 (収)昭54. 7.16 関東農政局
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5951 7
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助金交付要綱の一部改正について 昭和５３年度 (収)昭53.11.27 関東農政局

5951 8
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

自立農家経営転換研修事業費補助金交付要綱の制
定について

昭和５３年度
(起)昭53.10.25
(決)昭53.11. 9

農政課

5951 9
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業委員会費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.24
(施)昭53. 8. 3

農政課

5951 10
農業委員会費・農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業会議費補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.24
(施)昭53. 8. 3

農政課

5952 1
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和62年度農業委員会農業委員の農林水産大臣表
彰の決定及び表彰状の伝達について

昭和６２年度
(起)昭62.10.30
(決)昭62.10.31
(施)昭62.10.31

農政課

5952 2
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和62年度農業委員の農林水産大臣表彰被表彰者
の推せんについて

昭和６２年度
(起)昭62. 7.30
(決)昭62. 7.31
(施)昭62. 7.31

農政課

5952 3
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和62年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰に係る該当者の推せんについて

昭和６２年度
(起)昭62. 6.29
(決)昭62. 6.29
(施)昭62. 6.29

農政課

5952 4
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和61年度農業委員会農業委員の農林水産大臣表
彰の決定及び表彰状の伝達について

昭和６１年度
(起)昭61.10.20
(決)昭61.10.21
(施)昭61.10.21

農政課

5952 5
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和61年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰に係る該当者の推せんについて

昭和６１年度
(起)昭61. 7.28
(決)昭61. 7.29
(施)昭61. 7.29

農政課

5952 6
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和60年度農業委員会農業委員の農林水産大臣表
彰の表彰該当者の推せんについて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.27
(決)昭60. 7.31
(施)昭60. 7.31

農政課

5952 7
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和60年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰に係る該当者の推せんについて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7. 2

農政課

5952 8
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和59年度農業委員会農業委員の農林水産大臣表
彰の表彰該当者の推せんについて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.24
(決)昭59. 7.27
(施)昭59. 7.27

農政課

5952 9
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和59年度農業委員会農業委員の農林水産大臣表
彰の決定及び表彰状の伝達について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 7
(決)昭59.11. 8
(施)昭59.11. 8

農政課

5952 10
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和59年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰に係る該当者の推せんについて

昭和５９年度
(起)昭59. 6.29
(決)昭59. 7. 3
(施)昭59. 7. 3

農政課

5952 11
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和56年度農業委員の農林水産大臣表彰について 昭和５６年度
(起)昭56.11. 5
(決)昭56.11. 9
(施)昭56.11. 9

農政課

5952 12
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和56年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰・被表彰者の推せんについて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.16
(決)昭56. 7.25
(施)昭56. 7.25

農政課

5952 13
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和56年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰に関する該当者調べについて

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 9
(決)昭56. 6.10
(施)昭56. 6.10

農政課

5952 14
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和55年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰・被表彰者の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

農政課

5952 15
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

農業委員及び農業委員会職員表彰実施要領の一部
改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 7
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.14

農政課

5952 16
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和54年度農業委員及び農業委員会職員の表彰に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54.10.25
(決)昭54.10.29
(施)昭54.10.29

農政課

5952 17
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和54年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰・被表彰者の推せんについて

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 8
(決)昭54. 9.11
(施)昭54. 9.11

農政課
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5952 18
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和54年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰に関する該当者調べについて

昭和５４年度
(起)昭54. 8.18
(決)昭54. 8.22
(施)昭54. 8.22

農政課

5952 19
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和53年度農業委員及び農業委員会職員の表彰に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53.10.17
(決)昭53.10.23
(施)昭53.10.23

農政課

5952 20
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和53年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰・被表彰者の推薦について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.19
(決)昭53. 8.25
(施)昭53. 8.25

農政課

5952 21
農業委員・農業委員会職員の農林
水産大臣表彰関係

昭和53年度農業委員及び農業委員会職員の農林水
産大臣表彰に関する該当者調べについて

昭和５３年度
(起)昭53. 7.25
(決)昭53. 7.26
(施)昭53. 7.26

農政課

5953 1 農用地利用増進実施方針（中部） 農用地利用増進実施方針（中部） 農政課

5954 1 農用地利用増進実施方針（西部） 農用地利用増進実施方針（西部） 農政課

5955 1 農用地利用増進実施方針（中遠） 農用地利用増進実施方針（中遠） 農政課

5956 1 農用地利用増進実施方針（東部） 農用地利用増進実施方針（東部） 農政課

5957 1
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.21
(決)昭59. 4.24
(施)昭59. 4.24

農政課

5957 2
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.14
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.19

農政課

5957 3
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 1
(決)昭57. 5. 6
(施)昭57. 5. 6

農政課

5957 4
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4.14
(施)昭57. 4.14

農政課

5957 5
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.26
(決)昭57. 3.27
(施)昭57. 3.27

農政課

5957 6
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3.10
(施)昭57. 3.10

農政課

5957 7
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５６年度
(起)昭56.12.22
(決)昭56.12.26
(施)昭56.12.26

農政課

5957 8
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 5
(決)昭56.12.11
(施)昭56.12.11

農政課

5957 9
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.28
(決)昭56. 9.29
(施)昭56. 9.29

農政課

5957 10
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 8
(決)昭56. 9.12
(施)昭56. 9.12

農政課

5957 11
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.24
(決)昭56. 8.27
(施)昭56. 8.27

農政課

5957 12
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 8
(決)昭56. 8.10
(施)昭56. 9.10

農政課

5957 13
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.26
(決)昭56. 7. 1
(施)昭56. 7. 1

農政課
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5957 14
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.11
(決)昭56. 6.12
(施)昭56. 6.12

農政課

5957 15
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 6. 4
(施)昭56. 6. 4

農政課

5957 16
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.14
(施)昭56. 5.14

農政課

5957 17
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 5. 6
(施)昭56. 5. 6

農政課

5957 18
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.11
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.13

農政課

5957 19
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.26
(決)昭56. 3.27
(施)昭56. 3.27

農政課

5957 20
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.11
(決)昭56. 3.14
(施)昭56. 3.14

農政課

5957 21
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.17
(決)昭56. 2.24
(施)昭56. 2.24

農政課

5957 22
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.23
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.26

農政課

5957 23
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５５年度
(起)昭55.12.24
(決)昭55.12.25
(施)昭55.12.25

農政課

5957 24
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認に係る県農業
会議及び県農協中央会への諮問について

昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.13
(施)昭55.12.13

農政課

5957 25
農用地利用増進事業実施方針の承
認

農用地利用増進事業実施方針の承認について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 2.28
(施)昭56. 2.28

農政課

5958 1 地域農政関連実施要領
地域農政推進事業実施要綱等の一部改正について
要領

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 9
(決)昭58. 9.19
(施)昭58. 9.19

農政課

5958 2 地域農政関連実施要領
農用地確保・高度利用促進対策等事業実施要領の
一部改正について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 7
(決)昭58. 6.16
(施)昭58. 6.16

農政課

5958 3 地域農政関連実施要領
地域農政推進対策事業実施要綱等の一部改正につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 6.25
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 5

農政課

5958 4 地域農政関連実施要領
地域農政特別対策事業実施要綱等の一部改正につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.25
(決)昭56. 8. 4
(施)昭56. 8. 4

農政課

5958 5 地域農政関連実施要領
農村地域農政総合推進事業実施要綱の制定につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

農政課

5958 6 地域農政関連実施要領
地域農政特別対策事業実施要綱等の一部改正につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55.11. 4
(決)昭55.11. 8
(施)昭55.11. 8

農政課

5958 7 地域農政関連実施要領
地域農政特別対策事業実施要綱等の一部改正につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 8.20
(決)昭55. 8.22
(施)昭55. 8.23

農政課

5959 1
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.29
(決)昭56.10. 1
(施)昭56.10. 1

農政課

5959 2
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.12
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

農政課
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5959 3
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.16
(決)昭56. 4.18
(施)昭56. 4.18

農政課

5959 4
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.22
(施)昭55. 9.22

農政課

5959 5
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 6
(決)昭55. 8. 8
(施)昭55. 8. 9

農政課

5959 6
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.15
(決)昭55. 4.18
(施)昭55. 4.18

農政課

5959 7
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

農政課

5959 8
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.18
(決)昭55. 2.22
(施)昭55. 2.22

農政課

5959 9
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.10
(決)昭55. 1.16
(施)昭55. 1.16

農政課

5959 10
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭54.12.19
(決)昭54.12.25
(施)昭54.12.25

農政課

5959 11
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭54.11.16
(決)昭54.11.24
(施)昭54.11.26

農政課

5959 12
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭54.10. 9
(決)昭54.10.15
(施)昭54.10.15

農政課

5959 13
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 3
(決)昭54. 9. 8
(施)昭54. 9. 8

農政課

5959 14
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.16
(決)昭54. 8.21
(施)昭54. 8.21

農政課

5959 15
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の認定について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.27
(決)昭54. 8. 1
(施)昭54. 8. 1

農政課

5959 16
農地移動適正化あっせん基準変更
認定関係

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 7
(決)昭54. 7.16
(施)昭54. 7.16

農政課

5960 1
農地移動適正化あっせん基準
（１）

農地移動適正化あっせん基準（１）（伊豆） 農政課

5961 1
農地移動適正化あっせん基準
（２）

農地移動適正化あっせん基準（２）（東部・富
士）

農政課

5962 1
農地移動適正化あっせん基準
（３）

農地移動適正化あっせん基準（３）（中部・志
太・榛原）

農政課

5962 2
農地移動適正化あっせん基準
（３）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５４年度
(起)昭54.10.19
(決)昭54.11. 6
(施)昭54.11. 6

農政課

5963 1
農地移動適正化あっせん基準
（４）

農地移動適正化あっせん基準（４）（中遠・北
遠）

農政課

5963 2
農地移動適正化あっせん基準
（４）

農地移動適正化あっせん基準の変更認定について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.18
(決)昭55. 6.20
(施)昭55. 6.20

農政課

5964 1
農地移動適正化あっせん基準
（５）

農地移動適正化あっせん基準（５）（西部） 農政課
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5965 1
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.18
(決)昭54. 9.21
(施)昭54. 9.21

農地企画課

5965 2
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.18
(決)昭54. 8.21
(施)昭54. 8.21

農地企画課

5965 3
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.18
(決)昭54. 9.21
(施)昭54. 9.21

農地企画課

5965 4
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.24
(決)昭54. 8.29
(施)昭54. 8.29

農地企画課

5965 5
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 1
(決)昭54.11. 2
(施)昭54.11. 2

農地企画課

5965 6
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.28
(決)昭54.10.12
(施)昭54.10.12

農地企画課

5965 7
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.11.30
(決)昭54.12. 3
(施)昭54.12. 3

農地企画課

5965 8
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区、土地改良財産の他目的使用につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 1
(決)昭54.11. 7
(施)昭54.11. 7

農地企画課

5965 9
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区土地改良財産の原因者工事につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.18
(施)昭55. 4.18

農地企画課

5965 10
国営大井川地区他目的使用等申請
書（１）

直轄大井川地区土地改良財産の原因者工事につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 3.28
(施)昭55. 3.28

農地企画課

5966 1
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区の土地改良財産（掛川幹線水路６
号隋道）に係る開発行為（宅地造成）について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.23
(決)昭55. 6.26

農地企画課

5966 2
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区の土地改良財産（掛川幹線水路６
号隋道）に係る開発行為（宅地造成）について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.23
(施)昭55. 5.23

農地企画課

5966 3
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区土地改良財産他目的使用について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 8
(決)昭55.11.10
(施)昭55.11.10

農地企画課

5966 4
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区土地改良財産他目的使用について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 6
(決)昭55.10.13
(施)昭55.10.13

農地企画課

5966 5
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区の土地改良財産（掛川幹線水路）
に係る都市計画事業（道路築造）について

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 5
(決)昭55. 8. 6
(施)昭55. 8. 6

農地企画課

5966 6
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区の土地改良財産（掛川幹線水路）
に係る都市計画事業（道路築造）について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.27
(決)昭55. 7. 3
(施)昭55. 7. 3

農地企画課

5966 7
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区の土地改良財産（掛川幹線水路）
に係る都市計画事業（道路築造）について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.27
(決)昭55. 7. 3
(施)昭55. 7. 3

農地企画課

5966 8
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区土地改良財産他目的使用について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

農地企画課

5966 9
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営大井川地区土地改良財産他目的使用について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 4
(決)昭56. 3. 5
(施)昭56. 3. 5

農地企画課

5966 10
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営三方原地区土地改良財産の他目的使用申請に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.14
(施)昭56. 2.14

農地企画課

5966 11
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営三方原地区土地改良財産の多目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 5
(決)昭56. 1. 8
(施)昭56. 1. 8

農地企画課
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5966 12
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営直轄三方原地区土地改良財産の多目的使用申
請について

昭和５５年度
(起)昭55.10.22
(決)昭55.10.25
(施)昭55.10.25

農地企画課

5966 13
国営大井川地区他目的使用等申請
書（２）

国営三方原地区土地改良財産の多目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 8
(決)昭55. 9.17
(施)昭55. 9.17

農地企画課

5967 1
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 4.15
(決)昭56. 4.17
(施)昭56. 4.17

農地企画課

5967 2
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用につい
て（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.16
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.20

農地企画課

5967 3
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 4.30

農地企画課

5967 4
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.23
(施)昭56. 3.23

農地企画課

5967 5
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

農地企画課

5967 6
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 2
(決)昭56. 3. 3
(施)昭56. 3. 3

農地企画課

5967 7
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3.11
(施)昭56. 3.11

農地企画課

5967 8
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 2
(決)昭55.12. 3
(施)昭55.12. 3

農地企画課

5967 9
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

農地企画課

5967 10
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 9
(決)昭56. 2.12
(施)昭56. 2.12

農地企画課

5967 11
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.23
(決)昭56. 2.26
(施)昭56. 2.26

農地企画課

5967 12
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.11.12
(決)昭55.11.13
(施)昭55.11.13

農地企画課

5967 13
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 8
(決)昭55.12.10
(施)昭55.12.11

農地企画課

5967 14
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用申請に
ついて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.11.12
(決)昭55.11.13
(施)昭55.11.13

農地企画課

5967 15
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営直轄大井川地区土地改良財産他目的使用につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 8
(決)昭55. 9.17
(施)昭55. 9.17

農地企画課

5967 16
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営直轄大井川地区土地改良財産他目的使用申請
について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 8.15
(施)昭55. 8.15

農地企画課

5967 17
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 4.30

農地企画課

5967 18
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産の他目的使用承認に
係る変更申請について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.23
(施)昭56. 3.23

農地企画課

5967 19
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産他目的使用について 昭和５５年度
(起)昭55.11.19
(決)昭55.11.20
(施)昭55.11.20

農地企画課
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5967 20
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産他目的使用について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.16
(施)昭55.10.16

農地企画課

5967 21
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営直轄大井川地区土地改良財産他目的使用につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55.10.22
(決)昭55.10.25
(施)昭55.10.25

農地企画課

5967 22
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営直轄大井川地区土地改良財産他目的使用申請
について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 8
(決)昭55. 9.17
(施)昭55. 9.17

農地企画課

5967 23
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産他目的使用申請につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.13
(決)昭55. 9.18
(施)昭55. 9.18

農地企画課

5967 24
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産（掛川幹線水路）原
因者工事施行承認申請について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 7
(決)昭55.10. 9
(施)昭55.10. 9

農地企画課

5967 25
国営大井川地区他目的使用等申請
書（３）

国営大井川地区土地改良財産（掛川幹線水路）原
因者工事施行承認申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.18
(決)昭55. 8.21
(施)昭55. 8.21

農地企画課

5968 1 土地利用動向図（昭和54年度） 土地利用動向図（昭和54年度） 昭和５４年度 農地企画課

5969 1
昭和52年度農業基盤整備水準設定
調査（１／２）

昭和52年度農業基盤整備水準設定調査　（１／
２）

昭和５２年度 農地企画課

5970 1
昭和52年度農業基盤整備水準設定
調査（２／２）

昭和52年度農業基盤整備水準設定調査　（２／
２）

昭和５２年度 農地企画課

5971 1
昭和55年度類型別整備水準設定調
査報告書

昭和55年度類型別整備水準設定調査の成果品の提
出について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.22
(施)昭56. 1.26

農地企画課

5972 1
畑および樹園地の団地別線引区分
別面積カード・畑の整備状況要整
備量調査カード

畑および樹園地の団地別線引区分別面積カード・
畑の整備状況要整備量調査カード

昭和５４年度 農地企画課

5973 1
地すべり防止区域指定（紫，東川
根）

地すべり防止区域の指定について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭59. 3.21
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 3.31

農地企画課

5973 2
地すべり防止区域指定（紫，東川
根）

地すべり防止区域の指定申請について 昭和５８年度
(起)昭58.11.25
(決)昭58.12. 2
(施)昭58.12. 7

農地企画課

5973 3
地すべり防止区域指定（紫，東川
根）

地すべり防止区域指定の事前協議について 昭和５２年度 (起)昭52. 6.27 農地企画課

5974 1
天災法資金利子補給金公布関係
（上期）

天災法資金利子補給金の交付について（確定） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.23
(決)昭55. 8.23
(施)昭55. 8.23

農政課

5975 1
天災法資金利子補給金公布関係
（下期）

天災法資金利子補給金の交付について（確定） 昭和５５年度
(起)昭56. 1.24
(決)昭56. 2.12
(施)昭56. 2.14

農政課

5975 2
天災法資金利子補給金公布関係
（下期）

昭和55年度下期天災法資金利子補給金申請書の提
出について

昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.18

農政課

5976 1 専門農協解散認可　No.１ 農業協同組合の解散認可について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.22
(施)昭51. 4.22

農業団体課

5976 2 専門農協解散認可　No.１ 農業協同組合の解散認可について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.27
(決)昭52. 8. 4
(施)昭52. 8. 4

農業団体課

5976 3 専門農協解散認可　No.１ 農業協同組合の解散認可について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.30
(決)昭52.10. 6
(施)昭52.10. 6

農業団体課
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5976 4 専門農協解散認可　No.１ 農業協同組合の解散認可について 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 5
(決)昭53. 1.10
(施)昭53. 1.10

農業団体課

5976 5 専門農協解散認可　No.１ 農業協同組合の解散認可について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.29
(決)昭53. 8. 1
(施)昭53. 8. 4

農業団体課

5976 6 専門農協解散認可　No.１ 農業協同組合の解散認可について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.12
(決)昭53. 8.15
(施)昭53. 8.16

農業団体課

5976 7 専門農協解散認可　No.１ 農業協同組合の解散認可について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.12
(決)昭53. 8.15
(施)昭53. 8.16

農業団体課

5977 1 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 7
(施)昭55. 6. 7

農業団体課

5977 2 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.23
(決)昭55. 7.25
(施)昭55. 7.26

農業団体課

5977 3 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.27
(決)昭56. 1.28
(施)昭56. 1.30

農業団体課

5977 4 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 3. 1
(施)昭57. 3. 3

農業団体課

5977 5 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 5
(決)昭57. 4. 7
(施)昭57. 4. 8

農業団体課

5977 6 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 2
(施)昭58. 3. 4

農業団体課

5977 7 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

農業団体課

5977 8 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 2
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

農業団体課

5977 9 専門農協解散認可　No.２ 農業協同組合の解散認可について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 3.31

農業団体課

5978 1 農事組合法人成立届 農事組合法人成立届出について 昭和５４年度 (収)昭55. 3. 6
浜名湖キウイフ
ルーツ組合

5978 2 農事組合法人成立届 設立登記完了報告書 昭和５５年度 (収)昭55. 4.18 印野協同農園

5978 3 農事組合法人成立届 農事組合法人成立届出について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.20
浜松漬物生産組
合

5978 4 農事組合法人成立届 農事組合法人成立届出について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.29
今沢施設園芸組
合

5978 5 農事組合法人成立届 農事組合法人成立届出について 昭和５５年度 (収)昭55.11.18
長泉内出肉牛生
産組合

5978 6 農事組合法人成立届 農事組合法人成立届出について 昭和５５年度 (収)昭55.12.23 小田敷茶業組合

5978 7 農事組合法人成立届 農事組合法人成立届出について 昭和５５年度 (収)昭56. 1. 7
清水市伊佐布共
同果樹生産組合

5978 8 農事組合法人成立届 農事組合法人成立届出について 昭和５６年度 (収)昭56. 6. 8 城下農振組合

1049 ページ



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

5978 9 農事組合法人成立届 農事組合法人成立届出について 昭和５６年度 (収)昭56. 9. 1 富士三水園

5979 1 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.23
(決)昭59. 3.27
(施)昭59. 3.27

農業団体課

5979 2 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

農業団体課

5979 3 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 7
(決)昭57. 9.13
(施)昭57. 9.14

農業団体課

5979 4 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 8
(決)昭57. 6.10
(施)昭57. 6.11

農業団体課

5979 5 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4.13
(施)昭57. 4.14

農業団体課

5979 6 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 3
(決)昭56.12.21
(施)昭56.12.22

農業団体課

5979 7 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 6
(決)昭56. 9. 9
(施)昭56. 9.11

農業団体課

5979 8 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.18
(決)昭56. 8.19
(施)昭56. 8.20

農業団体課

5979 9 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.10
(決)昭56. 2.10
(施)昭56. 2.12

農業団体課

5979 10 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.26
(決)昭56. 1.27
(施)昭56. 1.28

農業団体課

5979 11 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 4
(決)昭55.11. 7
(施)昭55.11. 7

農業団体課

5979 12 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9. 9

農業団体課

5979 13 専門農協設立認可 農業協同組合の設立認可について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.14
(決)昭55. 4.14
(施)昭55. 4.15

農業団体課

5980 1 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５２年度 (収)昭52. 9. 1 中部高菜農園

5980 2 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５２年度 (収)昭52.11.26 三笠畜産組合

5980 3 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 6
西方第四下大沢
柑橘共同施設利
用組合

5980 4 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５３年度 (収)昭53. 5.10 梅の木茶農園

5980 5 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５３年度 (収)昭53. 5.17 島田種鶏場

5980 6 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５３年度 (収)昭53.12. 6 島柑橘生産組合
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5980 7 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５３年度 (収)昭54. 2.28 豊竜農場

5980 8 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５４年度 (収)昭54.10.24 大和養鶏

5980 9 農事組合法人解散届　No.１ 農事組合法人解散届 昭和５４年度 (収)昭55. 1.21 東部園

5981 1 農事組合法人解散届　No.２ 農事組合法人解散届 昭和５５年度 (収)昭55. 7.10 東光寺山農園

5981 2 農事組合法人解散届　No.２ 農事組合法人解散届 昭和５５年度 (収)昭55. 9.12 仮初蜜柑組合

5981 3 農事組合法人解散届　No.２ 農事組合法人解散届 昭和５６年度 (収)昭57. 3.18 本郷茶業組合

5981 4 農事組合法人解散届　No.２ 農事組合法人解散届 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 9
大渕製茶利用協
同組合

5981 5 農事組合法人解散届　No.２ 農事組合法人解散届 昭和５７年度 (収)昭57.10.12 相賀柑橘振興会

5981 6 農事組合法人解散届　No.２ 農事組合法人解散届 昭和５８年度 (収)昭59. 2.16 根洗松銘茶園

5981 7 農事組合法人解散届　No.２ 農事組合法人解散届 昭和５８年度 (収)昭59. 3.28 須山共同養鶏場

5982 1 青果物出荷規格条例規則規程
静岡県青果物出荷規格規程の一部改正について
（うかがい）

昭和５６年度 (起)昭57. 3.23 みかん園芸課

5982 2 青果物出荷規格条例規則規程 静岡県青果物出荷規格規程の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.22
(決)昭57. 4.24

みかん園芸課

5982 3 青果物出荷規格条例規則規程
静岡県青果物出荷規格規程の印刷及び配布につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5.23
(決)昭57. 8.23

みかん園芸課

5982 4 青果物出荷規格条例規則規程
静岡県青果物流通指導員指導要領の一部改正につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 5.25
(決)昭51. 5.29
(施)昭51. 6. 1

みかん園芸課

5982 5 青果物出荷規格条例規則規程
静岡県青果物出荷規格条例施行規程の一部改正に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50.12.17
(決)昭51. 3. 1

みかん園芸課

5982 6 青果物出荷規格条例規則規程 県内市場野菜標準出荷規格の制定について 昭和４９年度
(起)昭50. 1.16
(決)昭50. 2.24

金融流通課

5982 7 青果物出荷規格条例規則規程 静岡県そさい規格審議会委員の視察について 昭和４９年度
(起)昭50. 2.27
(決)昭50. 2.27
(施)昭50. 2.28

金融流通課

5982 8 青果物出荷規格条例規則規程 昭和48年度青果物流通指導事業について（依頼） 昭和４８年度
(起)昭48. 5.22
(決)昭48. 5.25
(施)昭48. 5.25

金融流通課

5982 9 青果物出荷規格条例規則規程 青果物の流通指導事業について 昭和４７年度
(起)昭47. 6.22
(決)昭47. 6.28
(施)昭47. 6.28

金融流通課

5982 10 青果物出荷規格条例規則規程
静岡県青果物流通指導員指導要領の全面改正につ
いて

昭和４７年度
(起)昭47. 4.28
(決)昭47. 5.20
(施)昭47. 5.22

金融流通課

5982 11 青果物出荷規格条例規則規程
静岡県青果物出荷規格条例の一部改正及び静岡県
青果物出荷規格規程の一部改正について

昭和４６年度
(起)昭47. 1.14
(決)昭47. 1.17
(施)昭47. 1.17

金融流通課
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5982 12 青果物出荷規格条例規則規程 静岡県青果物出荷規格規程の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 5
(決)昭46.11.19

金融流通課

5982 13 青果物出荷規格条例規則規程 静岡県青果物出荷規格条例の一部改正について 昭和４６年度
(起)昭46.10.20
(決)昭46.11. 9
(施)昭46.11. 9

金融流通課

5982 14 青果物出荷規格条例規則規程 青果物出荷規格改正について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 2
(決)昭46.11. 2
(施)昭46.11. 4

金融流通課

5982 15 青果物出荷規格条例規則規程 青果物出荷規格検討会の開催について 昭和４６年度
(起)昭46. 9. 7
(決)昭46. 9. 9
(施)昭46. 9. 9

金融流通課

5983 1 静岡県そさい規格審議会（１）
静岡県そさい規格審議会委員の候補者推せん依頼
について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.22
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

みかん園芸課

5983 2 静岡県そさい規格審議会（１） 審議会等の委員の任免について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.22
(決)昭57. 5. 1

みかん園芸課

5983 3 静岡県そさい規格審議会（１） 審議会等の委員の任免について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

みかん園芸課

5983 4 静岡県そさい規格審議会（１）
静岡県そさい規格審議会委員の委嘱替え及び任命
替えについて（協議）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.22
(決)昭55.10.16
(施)昭55.10.20

みかん園芸課

5983 5 静岡県そさい規格審議会（１）
静岡県そさい規格審議会委員の候補者推薦依頼に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 8.25
(決)昭55. 8.26
(施)昭55. 8.26

みかん園芸課

5983 6 静岡県そさい規格審議会（１） 静岡県そさい規格審議会の開催について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.12
(決)昭54. 3.13

みかん園芸課

5983 7 静岡県そさい規格審議会（１）
静岡県そさい規格審議会委員の委嘱替え及び任命
替えについて（協議）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.19
(決)昭53.10.12
(施)昭53.10.12

みかん園芸課

5983 8 静岡県そさい規格審議会（１） 静岡県そさい規格審議会委員の推薦依頼について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.21
(決)昭53. 8.22
(施)昭53. 8.22

みかん園芸課

5984 1 静岡県そさい規格審議会（２）
静岡県青果物出荷規格規程の一部改正について＜
答申＞

昭和５６年度 (収)昭57. 2.24
静岡県そさい規
格審議会

5984 2 静岡県そさい規格審議会（２） 出荷規格について＜諮問＞ 昭和５６年度
(起)昭57. 2.15
(決)昭57. 2.17
(施)昭57. 2.24

みかん園芸課

5984 3 静岡県そさい規格審議会（２） 静岡県そさい規格審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2.16

みかん園芸課

5984 4 静岡県そさい規格審議会（２） 静岡県そさい規格審議会議事録（供覧） 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 3 みかん園芸課

5984 5 静岡県そさい規格審議会（２）
静岡県青果物出荷規格規程の一部改正について＜
答申＞（供覧）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.24 みかん園芸課

5984 6 静岡県そさい規格審議会（２） 静岡県そさい規格審議会における挨拶について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.18
(決)昭57. 2.22

みかん園芸課

5985 1
昭和51年度実施計画意見書　No.
２

実施計画意見書 昭和５１年度 都市住宅企画課

5986 1 昭和52年度事前協議意見書 事前協議意見書（土地利用） 昭和５２年度 都市住宅企画課

5987 1 昭和52年度意見書　No.１ 意見書 昭和５２年度 都市住宅企画課
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5988 1
昭和51年度実施計画意見書　No.
１

実施計画意見書 昭和５１年度 都市住宅企画課

5989 1 昭和51年度事前協議意見書 事前協議意見書　昭和51年度 昭和５１年度 都市住宅企画課

5990 1 昭和52年度意見書　No.２ 土地利用意見書 昭和５２年度 都市住宅企画課

5991 1 昭和53年度意見書 土地利用意見書 昭和５３年度 都市住宅企画課

5992 1
昭和51年度土地利用対策委員会提
案資料

昭和51年度土地利用対策委員会提案資料 昭和５１年度 都市住宅企画課

5993 1
昭和52年度土地利用対策委員会提
案資料

昭和52年度土地利用対策委員会提案資料 昭和５２年度 都市住宅企画課

5994 1
昭和53年度土地利用対策委員会提
案資料

昭和53年度土地利用対策委員会提案資料 昭和５３年度 都市住宅企画課

5995 1
昭和54年度土地利用対策委員会提
案資料

昭和54年度土地利用対策委員会提案資料 昭和５４年度 都市住宅企画課

5996 1
昭和55年度土地利用対策委員会提
案資料

昭和55年度土地利用対策委員会提案資料 昭和５５年度 都市住宅企画課

5997 1 昭和54年度意見書 土地利用意見書（実施計画） 昭和５４年度 都市住宅企画課

5998 1 昭和55年度意見書 土地利用意見書（事前協議意見書） 昭和５５年度 都市住宅企画課

5999 1 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.11
(施)昭56. 3.11

土地対策課

5999 2 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.13
(施)昭56. 2.13

土地対策課

5999 3 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.16
(決)昭56. 1.16
(施)昭56. 1.16

土地対策課

5999 4 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.12.27
(決)昭55.12.27
(施)昭56. 1. 5

土地対策課

5999 5 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.12.19
(決)昭55.12.23
(施)昭55.12.23

土地対策課

5999 6 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.12
(施)昭55.12.12

土地対策課

5999 7 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.12.11
(決)昭55.12.12
(施)昭55.12.12

土地対策課

5999 8 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.11.28
(決)昭55.11.29
(施)昭55.11.29

土地対策課

5999 9 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.11.22
(決)昭55.11.25
(施)昭55.11.25

土地対策課

5999 10 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.11

土地対策課
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5999 11 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 4
(決)昭55.11. 7
(施)昭55.11. 7

土地対策課

5999 12 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.10.24
(決)昭55.10.24
(施)昭55.10.24

土地対策課

5999 13 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55.10.22
(決)昭55.10.22
(施)昭55.10.22

土地対策課

5999 14 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 2
(施)昭55.10. 2

土地対策課

5999 15 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.24
(施)昭55. 9.24

土地対策課

5999 16 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.20
(施)昭55. 9.20

土地対策課

5999 17 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.10
(施)昭55. 9.10

土地対策課

5999 18 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.13
(施)昭55. 8.13

土地対策課

5999 19 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.12
(決)昭55. 8.12
(施)昭55. 8.12

土地対策課

5999 20 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.17
(決)昭55. 7.18
(施)昭55. 7.18

土地対策課

5999 21 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 2
(決)昭55. 7. 4
(施)昭55. 7. 4

土地対策課

5999 22 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 6
(決)昭55. 6. 7
(施)昭55. 6. 7

土地対策課

5999 23 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 2
(決)昭55. 6. 3
(施)昭55. 6. 3

土地対策課

5999 24 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 5.30

土地対策課

5999 25 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.27
(決)昭55. 5.27
(施)昭55. 5.27

土地対策課

5999 26 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.13
(決)昭55. 5.13
(施)昭55. 5.13

土地対策課

5999 27 土地利用意見書照会 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.10
(決)昭55. 5.10
(施)昭55. 5.10

土地対策課

6000 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合換地計画書総括表

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合の換地計画認
可について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52.10.11 計画課
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