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

6001 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合換地明細書　４－１

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合換地明細書　
４－１

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6002 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合換地明細書　４－２

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合換地明細書　
４－２

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6003 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合換地明細書　４－３

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合換地明細書　
４－３

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6004 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合換地明細書　４－４

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合換地明細書　
４－４

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6005 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合清算金明細書　４－１

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合清算金明細書　
４－１

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6006 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合清算金明細書　４－２

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合清算金明細書　
４－２

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6007 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合清算金明細書　４－３

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合清算金明細書　
４－３

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6008 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合清算金明細書　４－４

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合清算金明細書　
４－４

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6009 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合清算金明細書　４－５

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合清算金明細書　
４－５

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6010 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合・整理後の土地の集計

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合・整理後の土
地の集計

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6011 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合・所有権以外の権利の換地図

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合・所有権以外
の権利の換地図

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6012 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合・保留地位置図

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合・保留地位置
図

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6013 1
浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組
合・位置図・宅地図

浜松市佐鳴湖東岸土地区画整理組合・位置図・宅
地図

昭和５２年度
佐鳴湖東岸土地
区画整理組合

6014 1
静岡市用宗（公共団体）換地計画
書

静清広域都市計画事業用宗土地区画整理事業の換
地計画の認可について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭53. 1.31 計画課

6015 1
浜松市袖紫ヶ森土地区画整理組合
換地計画書

浜松市袖紫ヶ森土地区画整理組合の換地計画認可
について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.28
(決)昭52.10. 3
(施)昭52.10. 3

計画課

6016 1
浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合
換地計画書

浜松市弥生ヶ丘土地区画整理組合の換地計画書に
ついて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52.12. 8
(決)昭52.12.17
(施)昭52.12.17

計画課

6017 1 伊東市物見ヶ丘換地計画書
伊東市物見ヶ丘土地区画整理組合の換地計画認可
について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 9.12 計画課

6018 1 三島市川原ヶ谷換地計画書
三島市川原ヶ谷土地区画整理組合の換地計画の認
可について（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 5.19 計画課

6019 1
土地区画整理事業計画設立認可・
菊川町島崎

菊川町島崎土地区画整理組合の理事の氏名等の届
出（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.11
(決)昭54. 5.15
(施)昭54. 5.15

計画課

6019 2
土地区画整理事業計画設立認可・
菊川町島崎

菊川町島崎土地区画整理組合の設立について（認
可）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 6
(決)昭54. 2.22
(施)昭54. 2.28

計画課

歴　史　的　公　文　書　件　名　目　録（戦　後　中　心）

1 ページ



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

6020 1
土地区画整理事業計画変更認可・
袋井市広岡

袋井市広岡土地区画整理組合の事業計画の変更認
可について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.10
(決)昭54. 7.17
(施)昭54. 7.17

計画課

6021 1
土地区画整理事業計画設立認可・
島田市道悦島（１）

島田市道悦島土地区画整理組合の事業計画の変更
について（認可）

昭和５４年度
(起)昭54.10.15
(決)昭54.10.18
(施)昭54.10.18

計画課

6022 1
土地区画整理事業計画変更認可・
島田市道悦島（２）

役員の氏名及び住所の公告、公印の届出について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.26
(決)昭54. 6.28
(施)昭54. 6.28

計画課

6022 2
土地区画整理事業計画変更認可・
島田市道悦島（２）

島田市道悦島土地区画整理組合の設立許可につい
て（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.18
(決)昭54. 4.20
(施)昭54. 4.20

計画課

6023 1
土地区画整理事業計画変更認可・
湖西市河原古見

湖西市河原南古見土地区画整理組合の定款の変更
認可について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.11
(決)昭55. 7.16
(施)昭55. 7.16

計画課

6023 2
土地区画整理事業計画変更認可・
湖西市河原古見

湖西市河原南古見土地区画整理組合の事業計画の
変更について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.29

計画課

6024 1
土地区画整理事業計画変更認可・
藤枝市瀬古

藤枝市瀬古土地区画整理組合の定款及び事業計画
の変更について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.17
(決)昭55. 9.24
(施)昭55. 9.24

計画課

6025 1
土地区画整理事業計画変更認可・
掛川市谷の口

掛川市谷の口土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更認可について

昭和５５年度
(起)昭55. 2.16
(決)昭55. 3.11
(施)昭55. 4.17

計画課

6026 1
焼津駅南北土地区画整理（駅北工
区）換地計画書　その１

志太広域都市計画事業焼津駅南北土地区画整理事
業（駅北工区）の換地処分の公告について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.31
(決)昭55. 8. 9
(施)昭55. 8.10

計画課

6026 2
焼津駅南北土地区画整理（駅北工
区）換地計画書　その１

志太広域都市計画事業焼津駅南北土地区画整理事
業駅北工区換地計画について（認可）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.29
(決)昭55. 6.11
(施)昭55. 6.11

計画課

6027 1
焼津駅南北土地区画整理（駅北工
区）換地計画書　その２

焼津駅南北土地区画整理（駅北工区）換地計画書　
添付図面

昭和５５年度

6028 1 石津土地区画整理事業換地計画
志太広域都市計画事業焼津市石津土地区画整理事
業の換地処分の公告について

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 8
(決)昭55. 9.10
(施)昭55. 9.12

計画課

6028 2 石津土地区画整理事業換地計画
志太広域都市計画事業石津土地区画整理事業の換
地計画の認可について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 8.18
(施)昭55. 8.18

計画課

6029 1 瀬古土地区画整理事業換地計画 藤枝市瀬古土地区画整理組合の換地計画について 昭和５５年度
(起)昭55.10.11
(決)昭55.10.17
(施)昭55.10.17

計画課

6030 1 潮悔寺土地区画整理換地計画
東遠広域都市計画事業潮海寺土地区画整理の換地
処分の公告について

昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.23
(施)昭55.10.31

計画課

6030 2 潮悔寺土地区画整理換地計画
東遠広域都市計画事業菊川町潮海寺土地区画整理
組合の換地計画について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

計画課

6031 1 早出土地区画整理換地計画
西遠広域都市計画事業早出土地区画整理組合の換
地処分した旨の公告について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.27
(決)昭56. 1.27

計画課

6031 2 早出土地区画整理換地計画
西遠広域都市計画事業早出土地区画整理組合の換
地計画の認可について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.14
(決)昭56. 1.20
(施)昭56. 1.21

計画課

6032 1 下川原東土地区画整理換地計画
静岡市下川原東土地区画整理事業の換地計画につ
いて（認可）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.12
(決)昭55. 9.19
(施)昭55. 9.19

計画課

6033 1 野中東土地区画整理換地計画
富士宮市野中東土地区画整理組合の換地計画につ
いて（認可）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 3
(施)昭55.10. 4

計画課

6034 1 下川原光陽土地区画整理換地計画
静岡市下川原光陽土地区画整理組合の換地計画に
ついて（認可）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.16
(決)昭56. 3.19
(施)昭56. 3.19

計画課
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6035 1
河津都市計画河津浜土地区画整理
事業変更計画書

河津都市計画河津浜土地区画整理事業の事業計画
変更認可について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.14
(決)昭53. 4.14
(施)昭53. 4.15

計画課

6036 1
相良町地頭方土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

相良町地頭方土地区画整理組合の解散について
（認可）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.31

計画課

6036 2
相良町地頭方土地区画整理組合事
業計画変更認可申請書

相良町地頭方土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更について（認可）

昭和５４年度 (起)昭54.10. 1 計画課

6037 1
三島市竹倉土地区画整理組合事業
計画認可申請書

三島市竹倉土地区画整理組合の理事の氏名等 昭和５５年度
(起)昭55. 9.27
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.30

計画課

6037 2
三島市竹倉土地区画整理組合事業
計画認可申請書

三島市竹倉土地区画整理組合の設立について（認
可）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.26
(決)昭55. 8.28
(施)昭55. 8.28

計画課

6037 3
三島市竹倉土地区画整理組合事業
計画認可申請書

三島市竹倉土地区画整理組合事業計画の縦覧につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 8
(決)昭55. 7.26
(施)昭55. 7.26

計画課

6038 1
修善寺駅北土地区画整理事業計画
変更認可申請書

修善寺駅北土地区画整理組合の定款及び事業計画
の変更について（認可）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.18
(決)昭56. 3.24
(施)昭56. 3.25

計画課

6039 1
静岡市上川原土地区画整理共同施
行申請書

静岡市上川原土地区画整理共同施行について（認
可）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 8. 9
(施)昭55. 8.11

計画課

6040 1
静清広域都市計画事業復興土地区
画整理事業　安西工区　換地計画
書（その１）

静清広域都市計画事業復興土地区画整理事業安西
工区の換地計画の認可申請について

昭和５２年度 (収)昭52. 9. 3 静岡市長

6041 1
静清広域都市計画事業復興土地区
画整理事業　安西工区　換地計画
書（その２）

静清広域都市計画事業復興土地区画整理事業　安
西工区　換地計画書（その２）

昭和５２年度

6042 1
静清広域都市計画事業復興土地区
画整理事業　安西工区　換地計画
書（その３）

静清広域都市計画事業復興土地区画整理事業　安
西工区　換地計画書（その３）

昭和５２年度

6043 1 違反建築物関係例規通達綴（１）
違反建築物に対する水道の供給保留について（通
知）

昭和５２年度 (収)昭52. 9. 6
建設省住宅局建
築指導課長

6043 2 違反建築物関係例規通達綴（１）
既存の特殊建築物等の防火避難施設の整備に関す
る臨時措置法（仮称）案等について（依頼）

昭和５１年度 (収)昭52. 2. 5
愛知県建築部建
築指導課長

6043 3 違反建築物関係例規通達綴（１）
風俗営業の用に供する複合用途建築物の防災対策
について（通知）

昭和５１年度 (収)昭52. 1.14
建設省住宅局建
築指導課長

6043 4 違反建築物関係例規通達綴（１）
風俗営業施設等を含む複合用途防火対象物等に対
する査察等の実施について

昭和５１年度 (収)昭52. 1.14
消防庁予防救急
課長

6043 5 違反建築物関係例規通達綴（１）
外装材等建築物の屋外に面する部分及び広告塔等
建築物の屋外に取り付けるものの点検について
（送付）

昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 5.22

建築課

6044 1 違反建築物関係例規通達綴（２）
風俗営業の用に供する複合用途建築物（雑居ビ
ル）調査の説明会について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 6. 4
(決)昭52. 6. 4

建築課

6044 2 違反建築物関係例規通達綴（２）
風俗営業の用に供する複合用途建築物（雑居ビ
ル）調査について（通知）

昭和５２年度
(起)昭52. 6. 7
(決)昭52. 6. 7

建築課

6044 3 違反建築物関係例規通達綴（２）
風俗営業の用に供する複合用途建築物（雑居ビ
ル）調査について（通知）

昭和５２年度 (起)昭52. 6. 9 建築課
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6045 1 特殊建築物等改善計画書綴 病院改善指導事項完了報告書 昭和４９年度 (収)昭49.11. 9 芦川胃腸科病院

6045 2 特殊建築物等改善計画書綴 掛川店防災工事計画について 昭和５１年度 (収)昭51.11. 6
ジャスコ株式会
社

6045 3 特殊建築物等改善計画書綴
勧告による旅館、ホテル等の改善計画書の提出に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51. 9.27
ホテルニューア
サヒ

6045 4 特殊建築物等改善計画書綴
勧告による旅館、ホテル等の改善計画書の提出に
ついて

昭和５０年度 (収)昭50.11.13
東海観光株式会
社

6045 5 特殊建築物等改善計画書綴 焼津店防災工事計画について 昭和５１年度 (収)昭51. 8.30
ジャスコ株式会
社

6045 6 特殊建築物等改善計画書綴
勧告による旅館、ホテル等の改善計画書の提出に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51. 7. 1
熱海玉の湯ホテ
ル

6045 7 特殊建築物等改善計画書綴
勧告による旅館、ホテル等の改善計画書の提出に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51. 6.18 指月荘

6045 8 特殊建築物等改善計画書綴
勧告による旅館、ホテル等の改善計画書の提出に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51. 6.17 大観荘

6045 9 特殊建築物等改善計画書綴
勧告による旅館、ホテル等の改善計画書の提出に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51. 4.20 みなみ荘

6045 10 特殊建築物等改善計画書綴
勧告による旅館、ホテル等の改善計画書の提出に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51. 4.17 土肥館

6046 1 建築関係条例規則改正 建築士法施行細則の一部改正について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.28

建築課

6046 2 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部改正につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.27

建築課

6046 3 建築関係条例規則改正 静岡県建築基準条例等の改正について（報告） 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(施)昭59. 5.21

建築課

6046 4 建築関係条例規則改正 静岡県建築基準条例の一部改正について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 2
(決)昭59. 2.10

建築課

6046 5 建築関係条例規則改正
建築士法第３条の２第３項の特例に関する条例の
一部改正について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 4
(決)昭59. 2.10

建築課

6046 6 建築関係条例規則改正 建築基準法令取扱規程の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.24

建築課

6046 7 建築関係条例規則改正 宅地建物取引業法施行細則の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 4
(決)昭57. 6. 7
(施)昭57. 6. 8

建築課

6046 8 建築関係条例規則改正 宅地建物取引業法施行細則の一部改正について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.18 建築課

6046 9 建築関係条例規則改正 宅地建物取引業法関係の手数料の改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.29
(決)昭56. 7.30
(施)昭56. 7.30

建築課

6046 10 建築関係条例規則改正 宅地建物取引業法関係の手数料の改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.21
(決)昭56. 7.22
(施)昭56. 7.24

建築課

6046 11 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部改正につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 2
(決)昭56. 7.24
(施)昭56. 7.24

建築課
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6046 12 建築関係条例規則改正
宅地建物取引業法施工細則の改正について（通
知）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4. 9
(施)昭56. 4.10

建築課

6046 13 建築関係条例規則改正 宅地建物取引業法施工細則の全部改正について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.30

建築課

6046 14 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部改正につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 2.12
(決)昭56. 3.12

建築課

6046 15 建築関係条例規則改正 宅地建物取引業法関係の手数料の改正について 昭和５５年度
(起)昭55.12.15
(決)昭55.12.16
(施)昭55.12.16

建築課

6046 16 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則及び静岡県証紙規
則の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55.11.17
(決)昭55.11.27

建築課

6046 17 建築関係条例規則改正 建築基準法施工細則の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 6.13

建築課

6046 18 建築関係条例規則改正 建築基準法施工細則の一部改正について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.27
(施)昭54. 3.30

建築課

6046 19 建築関係条例規則改正 宅地建物取引業法関係の手数料の改正について 昭和５３年度
(起)昭53. 3.31
(決)昭53. 4. 1
(施)昭53. 4. 1

建築課

6046 20 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部改正につい
て

昭和５２年度
(起)昭53. 3.17
(決)昭53. 3.23
(施)昭53. 3.25

建築課

6046 21 建築関係条例規則改正
宅地建物取引業法関係の手数料の改正について
（通知）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.18
(決)昭53. 3.20
(施)昭53. 3.22

建築課

6046 22 建築関係条例規則改正
宅地建物取引業法関係の手数料の改正について
（通知）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.18
(決)昭53. 3.20
(施)昭53. 3.20

建築課

6046 23 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部改正につい
て（通知）

昭和５２年度
(起)昭52.12. 6
(決)昭52.12. 6
(施)昭52.12. 6

建築課

6046 24 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則及び静岡県証紙規
則の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52.10. 7
(決)昭52.10.29
(施)昭52.10.29

建築課

6047 1 昭和52年度決算特別委員会会議録
昭和51年度決算特別委員会会議録（総務部、選挙
管理委員会関係）

昭和５２年度 (起)昭53. 1.20 議事課

6047 2 昭和52年度決算特別委員会会議録 教育委員会関係決算委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭53. 1.18 議事課

6047 3 昭和52年度決算特別委員会会議録 都市住宅部関係決算特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭53. 1.17 議事課

6047 4 昭和52年度決算特別委員会会議録
労働部・地方労働委員会・公安委員会関係決算特
別委員会会議録

昭和５２年度 (起)昭53. 1.12 議事課

6047 5 昭和52年度決算特別委員会会議録 土木部決算特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭53. 1.13 議事課

6047 6 昭和52年度決算特別委員会会議録 農業水産部関係決算特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭53. 1.10 議事課

6047 7 昭和52年度決算特別委員会会議録 生活環境部決算特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭53. 1. 9 議事課

6047 8 昭和52年度決算特別委員会会議録 商工部関係決算特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭52.12.23 議事課
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6047 9 昭和52年度決算特別委員会会議録 衛生部関係決算特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭52.12.22 議事課

6047 10 昭和52年度決算特別委員会会議録 民生部関係決算特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭52.12.20 議事課

6047 11 昭和52年度決算特別委員会会議録 農地森林部関係決算特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭52.12.19 議事課

6047 12 昭和52年度決算特別委員会会議録
出納事務局・監査事務局・人事委事務局・議会事
務局関係決算特別委員会会議録

昭和５２年度 (起)昭52.12.16 議事課

6047 13 昭和52年度決算特別委員会会議録
昭和51年度決算特別委員会会議録（企業会計関
係）

昭和５２年度 (起)昭52.11. 2 議事課

6048 1 昭和53年度決算特別委員会会議録
昭和52年度決算特別委員会会議録（企業会計関
係）

昭和５３年度 (起)昭53.11. 1 議事課

6048 2 昭和53年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（昭和53年12月18日～昭和
54年１月22日）

昭和５３年度 議事課

6049 1 昭和54年度決算特別委員会会議録 委員会開催について（通知） 昭和５４年度
(起)昭54.10.13
(決)昭54.10.13
(施)昭54.10.13

議事課

6049 2 昭和54年度決算特別委員会会議録 昭和53年度決算審査について 昭和５４年度
(起)昭54.10.13
(決)昭54.10.13
(施)昭54.10.13

議事課

6049 3 昭和54年度決算特別委員会会議録 委員会開催について（通知） 昭和５４年度
(起)昭54.12. 7
(決)昭54.12. 7
(施)昭54.12. 7

議事課

6049 4 昭和54年度決算特別委員会会議録 昭和53年度決算審査について 昭和５４年度
(起)昭54.12. 7
(決)昭54.12. 7
(施)昭54.12. 7

議事課

6049 5 昭和54年度決算特別委員会会議録
決算特別委員会会議録（昭和54年12月17日～昭和
55年１月22日）

昭和５４年度 議事課

6050 1 昭和53年度総務委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録（昭和54年３月８日
～昭和54年３月15日）

昭和５３年度 議事課

6050 2 昭和53年度総務委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（昭和53年12月11日
～昭和53年12月12日）

昭和５３年度 議事課

6050 3 昭和53年度総務委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録（昭和53年10月11日
～昭和53年10月17日）

昭和５３年度 議事課

6050 4 昭和53年度総務委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録（昭和53年７月10日
～昭和53年７月11日）

昭和５３年度 議事課

6051 1 昭和53年度厚生委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録（昭和54年３月８日
～10日）

昭和５３年度 議事課

6051 2 昭和53年度厚生委員会会議録
11月定例会厚生委員会会議録（昭和53年12月11
日）

昭和５３年度 議事課

6051 3 昭和53年度厚生委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録（昭和53年10月11日
～13日）

昭和５３年度 議事課

6051 4 昭和53年度厚生委員会会議録
６月定例会厚生委員会会議録（昭和53年７月10日
～11日）

昭和５３年度 議事課

6052 1 昭和53年度農林水産委員会会議録
２月定例会農業水産委員会会議録（昭和54年３月
８日～10日）

昭和５３年度 議事課
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6052 2 昭和53年度農林水産委員会会議録
11月定例会農林水産委員会会議録（昭和53年12月
11日～12日）

昭和５３年度 議事課

6052 3 昭和53年度農林水産委員会会議録
９月定例会農林水産委員会会議録（昭和53年10月
11日～13日）

昭和５３年度 議事課

6052 4 昭和53年度農林水産委員会会議録
６月定例会農林水産委員会会議録（昭和53年７月
10日～11日）

昭和５３年度 議事課

6053 1 昭和53年度建設委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録（昭和54年３月８日
～10日）

昭和５３年度 議事課

6053 2 昭和53年度建設委員会会議録
11月定例会建設委員会会議録（昭和53年12月11日
～12日）

昭和５３年度 議事課

6053 3 昭和53年度建設委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録（昭和53年10月11日
～13日）

昭和５３年度 議事課

6053 4 昭和53年度建設委員会会議録
６月定例会建設委員会会議録（昭和53年７月10日
～11日）

昭和５３年度 議事課

6054 1 昭和53年度商工文教委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録（昭和54年３月
８日～10日）

昭和５３年度 議事課

6054 2 昭和53年度商工文教委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録（昭和53年12月
11日～12日）

昭和５３年度 議事課

6054 3 昭和53年度商工文教委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録（昭和53年10月
11日～13日）

昭和５３年度 議事課

6054 4 昭和53年度商工文教委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録（昭和53年７月
10日～11日）

昭和５３年度 議事課

6055 1 昭和53年度労働警察委員会会議録
２月定例会労働警察委員会会議録（昭和54年３月
８日～10日）

昭和５３年度 議事課

6055 2 昭和53年度労働警察委員会会議録
11月定例会労働警察委員会会議録（昭和53年12月
11日）

昭和５３年度 議事課

6055 3 昭和53年度労働警察委員会会議録
９月定例会労働警察委員会会議録（昭和53年10月
11日～12日）

昭和５３年度 議事課

6055 4 昭和53年度労働警察委員会会議録
６月定例会労働警察委員会会議録（昭和53年７月
10日）

昭和５３年度 議事課

6056 1 昭和52年度農水厚生委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録（昭和53年３月13日
～16日）

昭和５２年度 議事課

6056 2 昭和52年度農水厚生委員会会議録
１月臨時会厚生委員会会議録（昭和53年１月23
日）

昭和５２年度 議事課

6056 3 昭和52年度農水厚生委員会会議録
11月定例会厚生委員会会議録（昭和52年12月７日
～８日）

昭和５２年度 議事課

6056 4 昭和52年度農水厚生委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録（昭和52年10月11日
～12日）

昭和５２年度 議事課

6056 5 昭和52年度農水厚生委員会会議録
６月定例会厚生委員会会議録（昭和52年７月25日
～26日）

昭和５２年度 議事課

6056 6 昭和52年度農水厚生委員会会議録
２月定例会農林水産委員会会議録（昭和53年３月
13日～16日）

昭和５２年度 議事課
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6056 7 昭和52年度農水厚生委員会会議録
１月臨時会農林水産委員会会議録（昭和53年１月
23日）

昭和５２年度 議事課

6056 8 昭和52年度農水厚生委員会会議録
11月定例会農林水産委員会会議録（昭和52年12月
７日～８日）

昭和５２年度 議事課

6056 9 昭和52年度農水厚生委員会会議録
９月定例会農林水産委員会会議録（昭和52年10月
11日～13日）

昭和５２年度 議事課

6056 10 昭和52年度農水厚生委員会会議録
６月定例会農林水産委員会会議録（昭和52年７月
25日～26日）

昭和５２年度 議事課

6057 1 昭和53年度環境企業委員会会議録
６月定例会環境企業委員会会議録（昭和53年７月
10日～11日）

昭和５３年度 議事課

6057 2 昭和53年度環境企業委員会会議録
９月定例会環境企業委員会会議録（昭和53年10月
11日～12日）

昭和５３年度 議事課

6057 3 昭和53年度環境企業委員会会議録
11月定例会環境企業委員会会議録（昭和53年12月
11日～12日）

昭和５３年度 議事課

6057 4 昭和53年度環境企業委員会会議録
２月定例会環境企業委員会会議録（昭和54年３月
８日～12日）

昭和５３年度 議事課

6058 1
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

６月定例会環境企業委員会会議録（昭和52年７月
25日～26日）

昭和５２年度 議事課

6058 2
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

９月定例会環境企業委員会会議録（昭和52年10月
11日～12日）

昭和５２年度 議事課

6058 3
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

11月定例会環境企業委員会会議録（昭和52年12月
７日～８日）

昭和５２年度 議事課

6058 4
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

１月臨時会環境企業委員会会議録（昭和53年１月
23日）

昭和５２年度 議事課

6058 5
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

２月定例会環境企業委員会会議録（昭和53年３月
13日～16日）

昭和５２年度 議事課

6058 6
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

２月定例会建設委員会会議録（昭和53年３月13日
～16日）

昭和５２年度 議事課

6058 7
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

11月定例会建設委員会会議録（昭和52年12月７日
～８日）

昭和５２年度 議事課

6058 8
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

９月定例会建設委員会会議録（昭和52年10月11日
～13日）

昭和５２年度 議事課

6058 9
昭和52年度環境企業建設委員会会
議録

６月定例会建設委員会会議録（昭和52年７月25日
～26日）

昭和５２年度 議事課

6059 1 昭和52年度商工文教委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録（昭和52年７月
25日～26日）

昭和５２年度 議事課

6059 2 昭和52年度商工文教委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録（昭和52年10月
11日～13日）

昭和５２年度 議事課

6059 3 昭和52年度商工文教委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録（昭和52年12月
７日～８日）

昭和５２年度 議事課

6059 4 昭和52年度商工文教委員会会議録
１月臨時会商工文教委員会会議録（昭和53年１月
23日）

昭和５２年度 議事課
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6059 5 昭和52年度商工文教委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録（昭和53年３月
13日～16日）

昭和５２年度 議事課

6060 1 昭和52年度総務労警委員会会議録
２月定例会労働警察委員会会議録（昭和53年３月
13日～15日）

昭和５２年度 議事課

6060 2 昭和52年度総務労警委員会会議録
１月臨時会労働警察委員会会議録（昭和53年１月
23日）

昭和５２年度 議事課

6060 3 昭和52年度総務労警委員会会議録
11月定例会労働警察委員会会議録（昭和52年12月
７日）

昭和５２年度 議事課

6060 4 昭和52年度総務労警委員会会議録
９月定例会労働警察委員会会議録（昭和52年10月
11日～12日）

昭和５２年度 議事課

6060 5 昭和52年度総務労警委員会会議録
６月定例会労働警察委員会会議録（昭和52年７月
25日～26日）

昭和５２年度 議事課

6060 6 昭和52年度総務労警委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録（昭和53年３月13日
～16日）

昭和５２年度 議事課

6060 7 昭和52年度総務労警委員会会議録
１月臨時会総務委員会会議録（昭和53年１月23
日）

昭和５２年度 議事課

6060 8 昭和52年度総務労警委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（昭和52年12月７日
～８日）

昭和５２年度 議事課

6060 9 昭和52年度総務労警委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録（昭和52年10月11日
～13日）

昭和５２年度 議事課

6060 10 昭和52年度総務労警委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録（昭和52年７月25日
～26日）

昭和５２年度 議事課

6061 1 昭和51年度常任委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録（昭和51年７月
８日～９日）

昭和５１年度 議事課

6061 2 昭和51年度常任委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録（昭和51年10月
12日～14日）

昭和５１年度 議事課

6061 3 昭和51年度常任委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録（昭和51年12月
13日～14日）

昭和５１年度 議事課

6061 4 昭和51年度常任委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録（昭和52年３月
10日～15日）

昭和５１年度 議事課

6061 5 昭和51年度常任委員会会議録
６月定例会労働警察委員会会議録（昭和51年７月
８日）

昭和５１年度 議事課

6061 6 昭和51年度常任委員会会議録
９月定例会労働警察委員会会議録（昭和51年10月
12日～13日）

昭和５１年度 議事課

6061 7 昭和51年度常任委員会会議録
11月定例会労働警察委員会会議録（昭和51年12月
13日）

昭和５１年度 議事課

6061 8 昭和51年度常任委員会会議録
２月定例会労働警察委員会会議録（昭和52年３月
10日～14日）

昭和５１年度 議事課

6062 1
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

６月定例会総務委員会会議録（昭和51年７月９
日）

昭和５１年度 議事課

6062 2
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

９月定例会総務委員会会議録（昭和51年10月12日
～14日）

昭和５１年度 議事課
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6062 3
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

11月定例会総務委員会会議録（昭和51年12月13日
～14日）

昭和５１年度 議事課

6062 4
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

１月臨時会総務委員会会議録（昭和52年１月27
日）

昭和５１年度 議事課

6062 5
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

２月定例会総務委員会会議録（昭和52年３月10日
～15日）

昭和５１年度 議事課

6062 6
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

６月定例会環境企画委員会会議録（昭和51年７月
８日～９日）

昭和５１年度 議事課

6062 7
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

９月定例会環境企画委員会会議録（昭和51年10月
12日～13日）

昭和５１年度 議事課

6062 8
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

11月定例会環境企画委員会会議録（昭和51年12月
13日）

昭和５１年度 議事課

6062 9
昭和51年度常任委員会会議録（総
務・環境企画）

２月定例会環境企画委員会会議録（昭和52年３月
10日～15日）

昭和５１年度 議事課

6063 1
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

６月定例会厚生委員会会議録（昭和51年７月８
日）

昭和５１年度 議事課

6063 2
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

９月定例会厚生委員会会議録（昭和51年10月12日
～13日）

昭和５１年度 議事課

6063 3
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

11月定例会厚生委員会会議録（昭和51年12月13
日）

昭和５１年度 議事課

6063 4
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

２月定例会厚生委員会会議録（昭和52年３月10日
～14日）

昭和５１年度 議事課

6063 5
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

６月定例会農林水産委員会会議録（昭和51年７月
８日～９日）

昭和５１年度 議事課

6063 6
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

９月定例会農林水産委員会会議録（昭和51年10月
12日～13日）

昭和５１年度 議事課

6063 7
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

11月定例会農林水産委員会会議録（昭和51年12月
13日）

昭和５１年度 議事課

6063 8
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

１月臨時会農林水産委員会会議録（昭和52年１月
27日）

昭和５１年度 議事課

6063 9
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

２月定例会農林水産委員会会議録（昭和52年３月
10日～15日）

昭和５１年度 議事課

6063 10
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

６月定例会建設委員会会議録（昭和51年７月８日
～９日）

昭和５１年度 議事課

6063 11
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

９月定例会建設委員会会議録（昭和51年10月12日
～13日）

昭和５１年度 議事課

6063 12
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

11月定例会建設委員会会議録（昭和51年12月13日
～14日）

昭和５１年度 議事課

6063 13
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

１月臨時会建設委員会会議録（昭和52年１月27
日）

昭和５１年度 議事課

6063 14
昭和51年度常任委員会会議録（厚
生・農林・建設）

２月定例会建設委員会会議録（昭和52年３月10日
～15日）

昭和５１年度 議事課
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6064 1 昭和54年度商工文教委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録（昭和55年３月
12日～14日）

昭和５４年度 議事課

6064 2 昭和54年度商工文教委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録（昭和54年12月
10日～14日）

昭和５４年度 議事課

6064 3 昭和54年度商工文教委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録（昭和55年10月
16日～17日）

昭和５４年度 議事課

6064 4 昭和54年度商工文教委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録（昭和54年７月
９日～10日）

昭和５４年度 議事課

6065 1 昭和54年度労働警察委員会会議録
２月定例会労働警察委員会会議録（昭和55年３月
12日～14日）

昭和５４年度 議事課

6065 2 昭和54年度労働警察委員会会議録
11月定例会労働警察委員会会議録（昭和54年12月
14日）

昭和５４年度 議事課

6065 3 昭和54年度労働警察委員会会議録
11月定例会労働警察委員会会議録（昭和54年12月
10日）

昭和５４年度 議事課

6065 4 昭和54年度労働警察委員会会議録
９月定例会労働警察委員会会議録（昭和55年10月
16日～17日）

昭和５４年度 議事課

6065 5 昭和54年度労働警察委員会会議録
６月定例会労働警察委員会会議録（昭和54年７月
９日）

昭和５４年度 議事課

6066 1
昭和55年静岡県議会議決書（正
本）

昭和55年２月県議会定例会議決書（昭和55年２月
26日～３月19日）

昭和５４年度 議事課

6066 2
昭和55年静岡県議会議決書（正
本）

昭和55年６月県議会定例会議決書（昭和55年６月
30日～７月17日）

昭和５５年度 議事課

6066 3
昭和55年静岡県議会議決書（正
本）

昭和55年９月県議会定例会議決書（昭和55年９月
25日～10月13日）

昭和５５年度 議事課

6066 4
昭和55年静岡県議会議決書（正
本）

昭和55年11月県議会定例会議決書（昭和55年11月
28日～12月12日）

昭和５５年度 議事課

6067 1
昭和54年静岡県議会議決書（正
本）

昭和54年２月県議会定例会議決書 昭和５３年度 静岡県議会

6067 2
昭和54年静岡県議会議決書（正
本）

昭和54年５月県議会臨時会議決書 昭和５４年度 静岡県議会

6067 3
昭和54年静岡県議会議決書（正
本）

昭和54年６月県議会定例会議決書 昭和５４年度 静岡県議会

6067 4
昭和54年静岡県議会議決書（正
本）

昭和54年９月県議会定例会議決書 昭和５４年度 静岡県議会

6067 5
昭和54年静岡県議会議決書（正
本）

昭和54年11月県議会定例会議決書 昭和５４年度 静岡県議会

6068 1
昭和53年静岡県議会議決書（正
本）

昭和53年１月県議会臨時会議決書 昭和５２年度 静岡県議会

6068 2
昭和53年静岡県議会議決書（正
本）

昭和53年２月県議会定例会議決書 昭和５２年度 静岡県議会

6068 3
昭和53年静岡県議会議決書（正
本）

昭和53年６月県議会定例会議決書 昭和５３年度 静岡県議会
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6068 4
昭和53年静岡県議会議決書（正
本）

昭和53年９月県議会定例会議決書 昭和５３年度 静岡県議会

6068 5
昭和53年静岡県議会議決書（正
本）

昭和53年11月県議会定例会議決書 昭和５３年度 静岡県議会

6069 1
昭和52年静岡県議会議決書（正
本）

昭和52年１月県議会臨時会議決書 昭和５１年度 静岡県議会

6069 2
昭和52年静岡県議会議決書（正
本）

昭和52年２月県議会定例会議決書 昭和５１年度 静岡県議会

6069 3
昭和52年静岡県議会議決書（正
本）

昭和52年６月県議会定例会議決書 昭和５２年度 静岡県議会

6069 4
昭和52年静岡県議会議決書（正
本）

昭和52年９月県議会定例会議決書 昭和５２年度 静岡県議会

6069 5
昭和52年静岡県議会議決書（正
本）

昭和52年11月県議会定例会議決書 昭和５２年度 静岡県議会

6070 1 昭和54年度総務委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録（昭和54年７月９日
～10日）

昭和５４年度 議事課

6070 2 昭和54年度総務委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録（昭和54年10月16日
～18日）

昭和５４年度 議事課

6070 3 昭和54年度総務委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（昭和54年12月10日
～11日）

昭和５４年度 議事課

6070 4 昭和54年度総務委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（昭和54年12月14
日）

昭和５４年度 議事課

6070 5 昭和54年度総務委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録（昭和55年３月12日
～15日）

昭和５４年度 議事課

6071 1 昭和54年度環境企業委員会会議録
２月定例会環境企業委員会会議録（昭和55年３月
12日～15日）

昭和５４年度 議事課

6071 2 昭和54年度環境企業委員会会議録
11月定例会環境企業委員会会議録（昭和54年12月
10日～11日）

昭和５４年度 議事課

6071 3 昭和54年度環境企業委員会会議録
９月定例会環境企業委員会会議録（昭和54年10月
16日～18日）

昭和５４年度 議事課

6071 4 昭和54年度環境企業委員会会議録
６月定例会環境企業委員会会議録（昭和54年７月
９日～10日）

昭和５４年度 議事課

6072 1 昭和54年度厚生委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録（昭和55年３月12日
～14日）

昭和５４年度 議事課

6072 2 昭和54年度厚生委員会会議録
11月定例会厚生委員会会議録（昭和54年12月10日
～11日）

昭和５４年度 議事課

6072 3 昭和54年度厚生委員会会議録
11月定例会厚生委員会会議録（昭和54年12月14
日）

昭和５４年度 議事課

6072 4 昭和54年度厚生委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録（昭和54年10月16日
～17日）

昭和５４年度 議事課

6072 5 昭和54年度厚生委員会会議録
６月定例会厚生委員会会議録（昭和54年７月９日
～10日）

昭和５４年度 議事課
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6073 1 昭和54年度農林水産委員会会議録
６月定例会農林水産委員会会議録（昭和54年７月
９日～10日）

昭和５４年度 議事課

6073 2 昭和54年度農林水産委員会会議録
９月定例会農林水産委員会会議録（昭和54年10月
16日～17日）

昭和５４年度 議事課

6073 3 昭和54年度農林水産委員会会議録
11月定例会農林水産委員会会議録（昭和54年12月
10日～14日）

昭和５４年度 議事課

6073 4 昭和54年度農林水産委員会会議録
２月定例会農林水産委員会会議録（昭和55年３月
12日～15日）

昭和５４年度 議事課

6074 1 昭和54年度建設委員会会議録
６月定例会建設委員会会議録（昭和54年７月９日
～10日）

昭和５４年度 議事課

6074 2 昭和54年度建設委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録（昭和54年10月16日
～17日）

昭和５４年度 議事課

6074 3 昭和54年度建設委員会会議録
11月定例会建設委員会会議録（昭和54年12月10日
～11日）

昭和５４年度 議事課

6074 4 昭和54年度建設委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録（昭和55年３月12～
14日）

昭和５４年度 議事課

6075 1 昭和55年度労働警察委員会会議録
２月定例会労働警察委員会会議録（昭和56年３月
11～13日）

昭和５５年度 議事課

6075 2 昭和55年度労働警察委員会会議録
11月定例会労働警察委員会会議録（昭和55年12月
８日～９日）

昭和５５年度 議事課

6075 3 昭和55年度労働警察委員会会議録
９月定例会労働警察委員会会議録（昭和55年10月
６日～７日）

昭和５５年度 議事課

6075 4 昭和55年度労働警察委員会会議録
６月定例会労働警察委員会会議録（昭和55年７月
11日）

昭和５５年度 議事課

6076 1 昭和55年度商工文教委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録（昭和55年７月
11日～12日）

昭和５５年度 議事課

6076 2 昭和55年度商工文教委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録（昭和55年10月
６日～７日）

昭和５５年度 議事課

6076 3 昭和55年度商工文教委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録（昭和55年12月
８日～９日）

昭和５５年度 議事課

6076 4 昭和55年度商工文教委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録（昭和56年３月
11～13日）

昭和５５年度 議事課

6077 1 昭和55年度総務委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録（昭和55年７月11日
～12日）

昭和５５年度 議事課

6077 2 昭和55年度総務委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録（昭和55年10月６日
～８日）

昭和５５年度 議事課

6077 3 昭和55年度総務委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（昭和55年12月８日
～９日）

昭和５５年度 議事課

6077 4 昭和55年度総務委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録（昭和56年３月11日
～16日）

昭和５５年度 議事課

6078 1 昭和55年度環境企業委員会会議録
６月定例会環境企業委員会会議録（昭和55年７月
11日～12日）

昭和５５年度 議事課
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6078 2 昭和55年度環境企業委員会会議録
９月定例会環境企業委員会会議録（昭和55年10月
６日～８日）

昭和５５年度 議事課

6078 3 昭和55年度環境企業委員会会議録
11月定例会環境企業委員会会議録（昭和55年12月
８日～９日）

昭和５５年度 議事課

6078 4 昭和55年度環境企業委員会会議録
２月定例会環境企業委員会会議録（昭和56年３月
11日～16日）

昭和５５年度 議事課

6079 1 昭和55年度厚生委員会会議録
２月定例会厚生委員会会議録（昭和56年３月11日
～16日）

昭和５５年度 議事課

6079 2 昭和55年度厚生委員会会議録
11月定例会厚生委員会会議録（昭和55年12月８日
～９日）

昭和５５年度 議事課

6079 3 昭和55年度厚生委員会会議録
９月定例会厚生委員会会議録（昭和55年10月６日
～８日）

昭和５５年度 議事課

6079 4 昭和55年度厚生委員会会議録
６月定例会厚生委員会会議録（昭和55年７月11日
～12日）

昭和５５年度 議事課

6080 1 昭和55年度農林水産委員会会議録
２月定例会農林水産委員会会議録（昭和56年３月
11日～13日）

昭和５５年度 議事課

6080 2 昭和55年度農林水産委員会会議録
11月定例会農林水産委員会会議録（昭和55年12月
８日～９日）

昭和５５年度 議事課

6080 3 昭和55年度農林水産委員会会議録
９月定例会農林水産委員会会議録（昭和55年10月
６日～７日）

昭和５５年度 議事課

6080 4 昭和55年度農林水産委員会会議録
６月定例会農林水産委員会会議録（昭和55年７月
11日～12日）

昭和５５年度 議事課

6081 1 昭和55年度建設委員会会議録
６月定例会建設委員会会議録（昭和55年７月11日
～12日）

昭和５５年度 議事課

6081 2 昭和55年度建設委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録（昭和55年10月６日
～８日）

昭和５５年度 議事課

6081 3 昭和55年度建設委員会会議録
11月定例会建設委員会会議録（昭和55年12月８日
～９日）

昭和５５年度 議事課

6081 4 昭和55年度建設委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録（昭和56年３月11日
～16日）

昭和５５年度 議事課

6082 1
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

昭和53年度文化財保存事業費補助金（史跡山中城
跡土地買上事業）の請求書の提出について（うか
がい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.13
(決)昭54. 4.13
(施)昭54. 4.13

文化課

6082 2
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

昭和53年度文化財保存事業費補助金（史跡山中城
跡土地買上事業）の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 9
(決)昭54. 4.10
(施)昭54. 4.10

文化課

6082 3
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

史跡山中城跡土地買上事業に係る設計変更承認申
請について（進達）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.23
(決)昭54. 3.23
(施)昭54. 3.23

文化課

6082 4
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

復命書（山中城跡土地買上・買収交渉） 昭和５３年度 (起)昭53.10.17 文化課

6082 5
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

昭和52年度史跡山中城跡土地買上事業に係る歳出
予算翌年度繰越額確定報告書の提出について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.31
(決)昭53. 3.31
(施)昭53. 3.31

文化課
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6082 6
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

昭和52年度文化財保存施設整備費補助金（史跡山
中城跡土地買上事業）に係る歳出予算の繰越（繰
越明許費）について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(決)昭53. 3.24
(施)昭53. 3.24

文化課

6082 7
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

昭和52年度歳出予算の繰越（繰越明許費）につい
て（供覧）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.22
(決)昭53. 3.24

文化課

6082 8
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

昭和52年度文化財保存施設整備費補助金に係る繰
越計算書の提出について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.20
(決)昭53. 3.20
(施)昭53. 3.20

文化課

6082 9
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

昭和52年度史跡山中城跡土地買上げ事業費補助金
交付決定について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.10.20
(決)昭52.10.26
(施)昭52.10.26

文化課

6082 10
文化財保存事業実績報告書　山中
城跡

昭和52年度文化財保存事業（史跡山中城跡土地買
上事業）費補助金交付申請について（進達）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.30
(決)昭52. 7.11
(施)昭52. 7.12

文化課

6083 1
県有形文化財半兵衛奥古墳出土品
保存修理関係

昭和52年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財半兵衛奥古墳出土壷鐙一対保存修理事業）の額
の確定について（県費）

昭和５３年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 4. 4
(施)昭53. 4. 4

文化課

6083 2
県有形文化財半兵衛奥古墳出土品
保存修理関係

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５２年度
(起)昭52.11.11
(決)昭52.12. 2

文化課

6084 1
県有形文化財鈴木家住宅保存修理
事業

昭和52年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財鈴木家住宅保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 8
(決)昭53. 5.13
(施)昭53. 5.13

文化課

6084 2
県有形文化財鈴木家住宅保存修理
事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.25
(決)昭53. 3. 8

文化課

6085 1
県有形文化財西山寺本堂保存修理
事業

昭和52年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財西山寺本堂保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５３年度
(起)昭53. 3.30
(決)昭53. 4. 7
(施)昭53. 4. 7

文化課

6085 2
県有形文化財西山寺本堂保存修理
事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５２年度
(起)昭53. 1. 9
(決)昭53. 2.18

文化課

6086 1
県有形文化財旧王子製紙倉庫保存
修理事業

昭和52年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財旧王子製紙倉庫保存修理事業）の額の確定につ
いて（県費）

昭和５２年度
(起)昭52.10.26
(決)昭52.11.14
(施)昭52.11.14

文化課

6086 2
県有形文化財旧王子製紙倉庫保存
修理事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５２年度 (起)昭52. 8.12 文化課

6087 1
県有形文化財臨済寺方丈保存修理
事業

昭和52年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財臨済寺方丈保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５２年度
(起)昭52.12.14
(決)昭52.12.19
(施)昭52.12.19

文化課

6087 2
県有形文化財臨済寺方丈保存修理
事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５２年度
(起)昭52.10.21
(決)昭52.11. 8

文化課

6088 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（清水他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　清
水市

昭和５３年度 文化課

6088 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（清水他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　静
岡市

昭和５３年度 文化課

6088 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（清水他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　藤
枝市

昭和５３年度 文化課

6089 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（修善寺他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　修
善寺町

昭和５３年度 文化課
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6089 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（修善寺他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　函
南町

昭和５３年度 文化課

6089 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（修善寺他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　韮
山町

昭和５３年度 文化課

6089 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（修善寺他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　大
仁町

昭和５３年度 文化課

6090 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（袋井磐田）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　袋
井市

昭和５３年度 文化課

6090 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（袋井磐田）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　磐
田市

昭和５３年度 文化課

6091 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（大東町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　大
東町

昭和５３年度 文化課

6091 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（大東町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　大
須賀町

昭和５３年度 文化課

6091 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（大東町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　小
笠町

昭和５３年度 文化課

6092 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（新居町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　新
居町

昭和５３年度 文化課

6092 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（新居町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　雄
踏町

昭和５３年度 文化課

6092 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（新居町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　細
江町

昭和５３年度 文化課

6092 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（新居町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　引
佐町

昭和５３年度 文化課

6092 5
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（新居町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　
三ヶ日町

昭和５３年度 文化課

6093 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　中
伊豆町

昭和５３年度 文化課

6093 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　清
水町

昭和５３年度 文化課

6093 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　小
山町

昭和５３年度 文化課

6093 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　芝
川町

昭和５３年度 文化課

6094 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（森町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　森
町

昭和５３年度 文化課

6094 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（森町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　浅
羽町

昭和５３年度 文化課

6094 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（森町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　豊
田町

昭和５３年度 文化課

6094 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（森町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　豊
岡村

昭和５３年度 文化課
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6095 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士宮他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　下
田市

昭和５３年度 文化課

6095 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士宮他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　裾
野市

昭和５３年度 文化課

6095 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士宮他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　富
士宮市

昭和５３年度 文化課

6096 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　富
士川町

昭和５３年度 文化課

6096 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　岡
部町

昭和５３年度 文化課

6096 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　御
前崎町

昭和５３年度 文化課

6096 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　相
良町

昭和５３年度 文化課

6096 5
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　榛
原町

昭和５３年度 文化課

6096 6
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　焼
津市

昭和５３年度 文化課

6097 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（天竜他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　天
竜市

昭和５３年度 文化課

6097 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（天竜他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　浜
松市

昭和５３年度 文化課

6097 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（天竜他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　湖
西市

昭和５３年度 文化課

6098 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（伊東他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　伊
東市

昭和５３年度 文化課

6098 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（伊東他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　熱
海市

昭和５３年度 文化課

6098 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（伊東他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　三
島市

昭和５３年度 文化課

6098 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（伊東他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　沼
津市

昭和５３年度 文化課

6099 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（吉田他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　吉
田町

昭和５３年度 文化課

6099 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（吉田他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　金
谷町

昭和５３年度 文化課

6100 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（東伊豆他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　東
伊豆町

昭和５３年度 文化課

6100 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（東伊豆他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　河
津町

昭和５３年度 文化課

6100 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（東伊豆他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　西
伊豆町

昭和５３年度 文化課
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6100 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（東伊豆他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　賀
茂村

昭和５３年度 文化課

6100 5
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（東伊豆他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票（一次調査）　伊
豆長岡町

昭和５３年度 文化課

6101 1 近世社寺建築緊急調査報告書
「静岡県の近世社寺建築」の印刷について（うか
がい）

昭和５３年度 (起)昭54. 2.10 文化課

6101 2 近世社寺建築緊急調査報告書 静岡県文化財調査報告書第19集の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.29
(決)昭54. 7. 5
(施)昭54. 7. 5

文化課

6101 3 近世社寺建築緊急調査報告書 復命書（近世社寺建築二次調査） 昭和５３年度 (起)昭53. 8. 2 文化課

6101 4 近世社寺建築緊急調査報告書
昭和53年度静岡県近世社寺建築緊急調査の現地指
導について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.20
(決)昭54. 2.23
(施)昭54. 2.23

文化課

6102 1
近世社寺建築（１次調査集計）
（２次調査日程）

調査日程表等資料 昭和５３年度 文化課

6102 2
近世社寺建築（１次調査集計）
（２次調査日程）

市町村からの提出資料 昭和５３年度 文化課

6102 3
近世社寺建築（１次調査集計）
（２次調査日程）

市町村依頼分 昭和５３年度 文化課

6103 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（春野町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　春野町 昭和５３年度 文化課

6103 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（春野町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　福田町 昭和５３年度 文化課

6103 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（春野町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　水窪町 昭和５３年度 文化課

6103 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（春野町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　豊岡村 昭和５３年度 文化課

6104 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（大井川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　大井川町 昭和５３年度 文化課

6104 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（大井川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　小笠町 昭和５３年度 文化課

6104 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（大井川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　本川根町 昭和５３年度 文化課

6104 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（大井川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　浜岡町 昭和５３年度 文化課

6105 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（西伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　西伊豆町 昭和５３年度 文化課

6105 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（西伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　戸田村 昭和５３年度 文化課

6105 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（西伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　菊川町 昭和５３年度 文化課

6105 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（西伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　賀茂村 昭和５３年度 文化課

18 ページ



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

6105 5
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（西伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　河津町 昭和５３年度 文化課

6105 6
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（西伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　修善寺町 昭和５３年度 文化課

6105 7
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（西伊豆町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　清水町 昭和５３年度 文化課

6106 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　富士川町 昭和５３年度 文化課

6106 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　清水市 昭和５３年度 文化課

6106 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　静岡市 昭和５３年度 文化課

6106 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　藤枝市 昭和５３年度 文化課

6106 5
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（富士川町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　蒲原町 昭和５３年度 文化課

6107 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（裾野市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　裾野市 昭和５３年度 文化課

6107 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（裾野市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　三島市 昭和５３年度 文化課

6107 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（裾野市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　熱海市 昭和５３年度 文化課

6107 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（裾野市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　伊東市 昭和５３年度 文化課

6108 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（袋井市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　袋井市 昭和５３年度 文化課

6108 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（袋井市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　磐田市 昭和５３年度 文化課

6108 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（袋井市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　湖西市 昭和５３年度 文化課

6109 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（浜北市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　浜北市 昭和５３年度 文化課

6109 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（浜北市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　浜松市 昭和５３年度 文化課

6109 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（浜北市他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　新居町 昭和５３年度 文化課

6110 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（三ヶ日町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　三ヶ日町 昭和５３年度 文化課

6110 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（三ヶ日町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　細江町 昭和５３年度 文化課

6110 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（三ヶ日町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　雄踏町 昭和５３年度 文化課
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6110 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（三ヶ日町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　引佐町 昭和５３年度 文化課

6110 5
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（三ヶ日町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　浅羽町 昭和５３年度 文化課

6110 6
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（三ヶ日町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　竜洋町 昭和５３年度 文化課

6111 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（舞阪町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　舞阪町 昭和５３年度 文化課

6111 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（舞阪町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　龍山村 昭和５３年度 文化課

6111 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（舞阪町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　森町 昭和５３年度 文化課

6111 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（舞阪町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　春野町 昭和５３年度 文化課

6112 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　中川根町 昭和５３年度 文化課

6112 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　川根町 昭和５３年度 文化課

6112 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　金谷町 昭和５３年度 文化課

6112 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　御前崎町 昭和５３年度 文化課

6112 5
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　浜岡町 昭和５３年度 文化課

6112 6
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　岡部町 昭和５３年度 文化課

6112 7
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　相良町 昭和５３年度 文化課

6112 8
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　中川根町 昭和５３年度 文化課

6112 9
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（中川根町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　榛原町 昭和５３年度 文化課

6113 1
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（小山町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　小山町 昭和５３年度 文化課

6113 2
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（小山町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　中伊豆町 昭和５３年度 文化課

6113 3
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（小山町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　函南町 昭和５３年度 文化課

6113 4
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（小山町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　芝川町 昭和５３年度 文化課

6113 5
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（小山町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　東伊豆町 昭和５３年度 文化課
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6113 6
静岡県近世社寺建築緊急調査票
（小山町他）

静岡県近世社寺建築緊急調査票　伊豆長岡町 昭和５３年度 文化課

6114 1 近世社寺建築調査（中部） 清水市 昭和５３年度 文化課

6114 2 近世社寺建築調査（中部） 静岡市 昭和５３年度 文化課

6114 3 近世社寺建築調査（中部） 焼津市 昭和５３年度 文化課

6114 4 近世社寺建築調査（中部） 藤枝市 昭和５３年度 文化課

6114 5 近世社寺建築調査（中部） 掛川市 昭和５３年度 文化課

6114 6 近世社寺建築調査（中部） 島田市 昭和５３年度 文化課

6114 7 近世社寺建築調査（中部） 富士川町 昭和５３年度 文化課

6114 8 近世社寺建築調査（中部） 蒲原町 昭和５３年度 文化課

6114 9 近世社寺建築調査（中部） 由比町 昭和５３年度 文化課

6114 10 近世社寺建築調査（中部） 岡部町 昭和５３年度 文化課

6114 11 近世社寺建築調査（中部） 御前崎町 昭和５３年度 文化課

6114 12 近世社寺建築調査（中部） 相良町 昭和５３年度 文化課

6114 13 近世社寺建築調査（中部） 榛原町 昭和５３年度 文化課

6114 14 近世社寺建築調査（中部） 吉田町 昭和５３年度 文化課

6114 15 近世社寺建築調査（中部） 金谷町 昭和５３年度 文化課

6114 16 近世社寺建築調査（中部） 川根町 昭和５３年度 文化課

6114 17 近世社寺建築調査（中部） 中川根町 昭和５３年度 文化課

6114 18 近世社寺建築調査（中部） 本川根町 昭和５３年度 文化課

6114 19 近世社寺建築調査（中部） 大東町 昭和５３年度 文化課

6114 20 近世社寺建築調査（中部） 大須賀町 昭和５３年度 文化課
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6114 21 近世社寺建築調査（中部） 浜岡町 昭和５３年度 文化課

6114 22 近世社寺建築調査（中部） 小笠町 昭和５３年度 文化課

6114 23 近世社寺建築調査（中部） 菊川町 昭和５３年度 文化課

6115 1 近世社寺建築調査（西部） 袋井市 昭和５３年度 文化課

6115 2 近世社寺建築調査（西部） 磐田市 昭和５３年度 文化課

6115 3 近世社寺建築調査（西部） 浜松市 昭和５３年度 文化課

6115 4 近世社寺建築調査（西部） 浜北市 昭和５３年度 文化課

6115 5 近世社寺建築調査（西部） 湖西市 昭和５３年度 文化課

6115 6 近世社寺建築調査（西部） 森町 昭和５３年度 文化課

6115 7 近世社寺建築調査（西部） 春野町 昭和５３年度 文化課

6115 8 近世社寺建築調査（西部） 浅羽町 昭和５３年度 文化課

6115 9 近世社寺建築調査（西部） 福田町 昭和５３年度 文化課

6115 10 近世社寺建築調査（西部） 竜洋町 昭和５３年度 文化課

6115 11 近世社寺建築調査（西部） 豊田町 昭和５３年度 文化課

6115 12 近世社寺建築調査（西部） 豊岡村 昭和５３年度 文化課

6115 13 近世社寺建築調査（西部） 水窪町 昭和５３年度 文化課

6115 14 近世社寺建築調査（西部） 舞阪町 昭和５３年度 文化課

6115 15 近世社寺建築調査（西部） 新居町 昭和５３年度 文化課

6115 16 近世社寺建築調査（西部） 雄踏町 昭和５３年度 文化課

6115 17 近世社寺建築調査（西部） 細江町 昭和５３年度 文化課

6115 18 近世社寺建築調査（西部） 引佐町 昭和５３年度 文化課
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6115 19 近世社寺建築調査（西部） 三ヶ日町 昭和５３年度 文化課

6116 1 八幡宮来宮神社御棟札 八幡宮来宮神社御棟札 昭和５３年度 文化課

6117 1
県指定文化財保存修理事業（森町
歴史民俗資料館）

昭和53年度文化財保存事業費補助金（森町歴史民
俗資料館建設事業）の請求書の提出について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.14
(決)昭54. 4.16
(施)昭54. 4.16

文化課

6117 2
県指定文化財保存修理事業（森町
歴史民俗資料館）

昭和53年度文化財保存施設整備費補助金（森町歴
史民俗資料館建設事業）の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.14
(施)昭54. 4.14

文化課

6117 3
県指定文化財保存修理事業（森町
歴史民俗資料館）

昭和53年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.25
(決)昭54. 1. 8
(施)昭54. 1. 8

文化課

6117 4
県指定文化財保存修理事業（森町
歴史民俗資料館）

昭和53年度森町立歴史民俗資料館建設事業に係る
指導技官派遣について

昭和５３年度
(起)昭53.12.12
(決)昭53.12.13
(施)昭53.12.13

文化課

6117 5
県指定文化財保存修理事業（森町
歴史民俗資料館）

昭和53年度森町歴史民俗資料館建設事業に係る指
導技官派遣について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12.13
(施)昭53.12.13

文化課

6117 6
県指定文化財保存修理事業（森町
歴史民俗資料館）

昭和53年度文化財保存施設整備費（森町立歴史民
俗資料館建設事業費）補助金交付申請書の提出に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53.10.11
(決)昭53.10.11
(施)昭53.10.11

文化課

6118 1 森町歴史民俗資料館
昭和53年度博物館等建設費補助金（森町歴史民俗
資料館建設事業）の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

6118 2 森町歴史民俗資料館 博物館等建設費補助金交付決定について 昭和５３年度
(起)昭53.11.28
(決)昭53.12. 7

文化課

6119 1 韮山町歴史民俗資料館
昭和53年度文化財保存事業費補助金（韮山町歴史
民俗資料館建設事業）の請求書の提出について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.14
(決)昭54. 4.16
(施)昭54. 4.16

文化課

6119 2 韮山町歴史民俗資料館
昭和53年度文化財保存施設整備費補助金（韮山町
歴史民俗資料館建設事業）の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.14
(施)昭54. 4.14

文化課

6119 3 韮山町歴史民俗資料館
昭和53年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.25
(決)昭54. 1. 8
(施)昭54. 1. 8

文化課

6119 4 韮山町歴史民俗資料館
昭和53年度韮山町立歴史民俗資料館建設事業に係
る指導技官派遣について

昭和５３年度
(起)昭53.12.12
(決)昭53.12.13
(施)昭53.12.13

文化課

6119 5 韮山町歴史民俗資料館
昭和53年度韮山町立歴史民俗資料館建設事業に係
る指導技官派遣について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12.13
(施)昭53.12.13

文化課

6119 6 韮山町歴史民俗資料館
昭和53年度文化財保存施設整備費（韮山町立歴史
民俗資料館建設事業費）補助金交付申請書の提出
について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.16
(決)昭53. 9.18
(施)昭53. 9.18

文化課

6120 1 県指定韮山町歴史民俗資料館
昭和53年度博物館等建設費補助金（韮山町歴史民
俗資料館建設事業）の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

6120 2 県指定韮山町歴史民俗資料館 博物館等建設費補助金交付決定について 昭和５３年度
(起)昭53.11.28
(決)昭53.12. 7

文化課

6121 1
県指定東光寺の猿舞舞踊保存伝承
事業

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定無形民族
文化財東光寺の猿舞保存伝承事業）の額の確定に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(決)昭54. 5. 4
(施)昭54. 5. 4

文化課
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6121 2
県指定東光寺の猿舞舞踊保存伝承
事業

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.10
(決)昭54. 2.23

文化課

6122 1
県指定寺野三日堂祭礼ひょんどり
保存伝承事業

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定無形民族
文化財寺野三日堂祭礼ひょんどり保存伝承事業）
の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(決)昭54. 5. 4
(施)昭54. 5. 4

文化課

6122 2
県指定寺野三日堂祭礼ひょんどり
保存伝承事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12.14

文化課

6123 1
県指定徳山のぼんおどり保存伝承
事業

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定無形民族
文化財徳山のぼんおどり保存伝承事業）の額の確
定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(決)昭54. 5. 4
(施)昭54. 5. 4

文化課

6123 2
県指定徳山のぼんおどり保存伝承
事業

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５３年度
(起)昭53.11.27
(決)昭53.12. 7

文化課

6124 1
県指定川名のひょんどり保存伝承
事業

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定無形民族
文化財川名のひょんどり保存伝承事業）の額の確
定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(決)昭54. 5. 4
(施)昭54. 5. 4

文化課

6124 2
県指定川名のひょんどり保存伝承
事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12.14

文化課

6125 1
県指定有形文化財　紙本墨画達磨
像保存修理事業

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財紙本墨画達磨像保存修理事業）の額の確定につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.11
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

6125 2
県指定有形文化財　紙本墨画達磨
像保存修理事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 5
(決)昭53.12.14

文化課

6126 1
県指定無形民俗文化財　焼津獅子
木遣り保存伝承事業

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定無形民俗
文化財焼津神社獅子木遣り保存伝承事業）の額の
確定について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 8
(決)昭53.12.14
(施)昭53.12.14

文化課

6126 2
県指定無形民俗文化財　焼津獅子
木遣り保存伝承事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 4
(決)昭53.12. 7

文化課

6127 1
重要無形民俗文化財　西浦の田楽
伝承事業

昭和53年度文化財保存費補助金（重要無形民族文
化財西浦の田楽伝承者養成事業）の額の確定につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

6127 2
重要無形民俗文化財　西浦の田楽
伝承事業

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.17
(決)昭54. 3.24

文化課

6128 1
重要無形民俗文化財　藤守の田遊
び伝承事業

昭和53年度文化財保存費補助金（重要無形民族文
化財藤守の田遊伝承事業）の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.11
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

6128 2
重要無形民俗文化財　藤守の田遊
び伝承事業

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭53.12.20
(決)昭54. 1.25

文化課

6129 1 滝沢八坂神社の田遊び公開事業
昭和53年度文化財保存費補助金（滝沢八坂神社の
田遊び公開事業）の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.11
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

文化課

6129 2 滝沢八坂神社の田遊び公開事業
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 9
(決)昭54. 1.25

文化課

6130 1
県指定文化財保存修理事業　能面
（悪尉・父尉）

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５３年度
(起)昭53.11.27
(決)昭53.12. 7

文化課

6130 2
県指定文化財保存修理事業　能面
（悪尉・父尉）

昭和53年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財能面［悪尉、父尉］保存修理事業）の額の確定
について

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 2
(決)昭54. 2.19
(施)昭54. 2.19

文化課
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6131 1
重要文化財　大日如来坐像保存修
理事業

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財木造大日
如来坐像保存修理事業）の請求書の提出について

昭和５３年度 (起)昭53.12. 5 文化課

6131 2
重要文化財　大日如来坐像保存修
理事業

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財木造大日
如来坐像保存修理事業）の額の確定について

昭和５３年度
(起)昭53.11.27
(決)昭53.12. 5
(施)昭53.12. 5

文化課

6131 3
重要文化財　大日如来坐像保存修
理事業

昭和53年度重要文化財大日如来坐像保存修理事業
費補助金交付決定について

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 3
(決)昭53. 8. 8
(施)昭53. 8. 8

文化課

6131 4
重要文化財　大日如来坐像保存修
理事業

昭和53年度文化財保存事業（重要文化財木造大日
如来坐像保存修理事業）に係る係官派遣申請につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 6.30
(決)昭53. 7. 5
(施)昭53. 7. 5

文化課

6131 5
重要文化財　大日如来坐像保存修
理事業

昭和53年度文化財保存事業費補助金交付申請書の
提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.29
(決)昭53. 5.31
(施)昭53. 5.31

文化課

6132 1 重文　静岡浅間神社保存修理
昭和54年度文化財保存費補助金（重要文化財神部
神社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）の額の確
定について

昭和５５年度
(起)昭55. 3.31
(決)昭55. 4.14
(施)昭55. 4.14

文化課

6132 2 重文　静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業の計画変更について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

文化課

6132 3 重文　静岡浅間神社保存修理
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 8
(決)昭54.11.10

文化課

6133 1 重文　久能山東照宮保存修理
昭和54年度文化財保存費補助金（重要文化財久能
山東照宮本殿石の間拝殿保存修理事業）の額の確
定について

昭和５４年度
(起)昭54.10.15
(決)昭54.10.30
(施)昭54.10.30

文化課

6133 2 重文　久能山東照宮保存修理
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 9
(決)昭54. 8.14

文化課

6134 1
重文　久能山東照宮保存修理（災
害復旧）

昭和54年度文化財災害復旧費補助金（重要文化財
久能山東照宮神厩他２棟保存修理事業）の額の確
定について

昭和５５年度
(起)昭55. 3.31
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.12

文化課

6134 2
重文　久能山東照宮保存修理（災
害復旧）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.13
(決)昭55. 3.21

文化課

6135 1 重文　旧岩科学校校舎保存修理
昭和54年度文化財保存費補助金（重要文化財旧岩
科学校校舎保存修理事業）の額の確定について

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 8
(決)昭55. 2.20
(施)昭55. 2.20

文化課

6135 2 重文　旧岩科学校校舎保存修理
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 2
(決)昭54. 8. 7

文化課

6136 1 重文　大鐘家住宅保存修理
昭和54年度文化財保存費補助金（重要文化財大鐘
家住宅主屋他１棟保存修理事業）の額の確定につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 4
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.12

文化課

6136 2 重文　大鐘家住宅保存修理
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.13
(決)昭55. 3.21

文化課

6137 1
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（県）

昭和54年度文化財保存費補助金（史跡島田宿大井
川川越遺跡（六番宿）保存修理事業）の額の確定
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.16

文化課

6137 2
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.13
(決)昭55. 3.21

文化課

6138 1
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

文化課
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6138 2
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金（史跡島田宿
大井川川越遺跡（六番宿）保存修理事業）の額の
確定について（国費）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.16

文化課

6138 3
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和54年度文化財保存事業費（史跡島田宿大井川
川越遺跡（六番宿）保存修理事業）補助金の概算
払について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.24
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.29

文化課

6138 4
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.13
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.21

文化課

6138 5
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和54年度文化財保存事業費（史跡島田宿大井川
川越遺跡（六番宿）保存修理事業）補助金交付申
請について（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.26
(施)昭55. 1.26

文化課

6139 1 県建造物　油山寺書院保存修理
昭和54年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財油山寺書院保存修理事業）の額の確定について
（県費）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.25
(決)昭55. 3. 4
(施)昭55. 3. 4

文化課

6139 2 県建造物　油山寺書院保存修理 文化財保存費補助金の概算払について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.25
(決)昭54.10. 1

文化課

6139 3 県建造物　油山寺書院保存修理
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 7.13

文化課

6140 1
県建造物　龍華院大猷院霊屋保存
修理

昭和54年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財龍華院大猷院霊屋保存修理事業）の額の確定に
ついて（県費）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.21
(施)昭55. 4.21

文化課

6140 2
県建造物　龍華院大猷院霊屋保存
修理

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭54.10.29
(決)昭54.11.12

文化課

6141 1 県建造物　天宮神社保存修理
昭和54年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財天宮神社本殿及び拝殿保存修理事業）の額の確
定について（県費）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 7
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.12

文化課

6141 2 県建造物　天宮神社保存修理
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6142 1 県建造物　可睡斉護国塔保存修理
昭和54年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財可睡斉護国塔保存修理事業）の額の確定につい
て（県費）

昭和５４年度
(起)昭54.10.27
(決)昭54.11.10
(施)昭54.11.10

文化課

6142 2 県建造物　可睡斉護国塔保存修理
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.17
(決)昭54. 7.25

文化課

6143 1 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度文化財保存事業費補助金（指定文化財
管理）の請求書の提出について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.14
(施)昭55. 4.14

文化課

6143 2 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度文化財保存事業（指定文化財管理）の
実績報告について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.31
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

文化課

6143 3 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金交付申請につ
いて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.25
(決)昭55. 1.25
(施)昭55. 1.25

文化課

6143 4 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費国庫補助事業実施計画の変更に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 7.13
(決)昭54. 7.17
(施)昭54. 7.17

文化課

6143 5 国指定管理費補助金交付申請 指定文化財管理費国庫補助事業実施計画について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.11
(決)昭54. 5.12
(施)昭54. 5.12

文化課

6143 6 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金の内定につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.26

文化課
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6143 7 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金交付要綱の制定について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.26

文化課

6143 8 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
久能山東照宮管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

文化課

6143 9 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 10 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社大歳御祖神社管理事業）の額の
確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.13
(決)昭55. 5.14
(施)昭55. 5.14

文化課

6143 11 国指定管理費補助金交付申請 指定文化財管理費補助金の交付決定について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 12 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
富士山本宮浅間神社本殿管理事業）の額の確定に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5.13
(施)昭55. 5.13

文化課

6143 13 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 14 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
霊山寺仁王門管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.25
(施)昭55. 4.25

文化課

6143 15 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 16 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
智満寺本堂管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.23
(施)昭55. 4.23

文化課

6143 17 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 18 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
黒田家住宅管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.22

文化課

6143 19 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 20 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
富士浅間宮本殿管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5.13
(施)昭55. 5.13

文化課

6143 21 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 22 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
油山寺三重塔他管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5.13
(施)昭55. 5.13

文化課

6143 23 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 24 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
尊永寺仁王門管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5.13
(施)昭55. 5.13

文化課

6143 25 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 26 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（史跡島田宿
大井川川越遺跡管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.22

文化課
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6143 27 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 28 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（名勝臨済寺
庭園管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

文化課

6143 29 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 30 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（名勝清見寺
庭園管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

文化課

6143 31 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 32 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（名勝龍潭寺
庭園管理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

文化課

6143 33 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 34 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
絹本着色日蓮上人像他管理事業）の額の確定につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

文化課

6143 35 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6143 36 国指定管理費補助金交付申請
昭和54年度指定文化財管理費補助金（重要文化財
木造千手観音立像他管理事業）の額の確定につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

文化課

6143 37 国指定管理費補助金交付申請
指定文化財管理費補助金の交付決定について（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26

文化課

6144 1
名勝　三保松原防災施設事業
（県）

昭和55年度文化財保存費補助金（名勝三保松原防
災施設事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.16
(施)昭56. 3.16

文化課

6144 2
名勝　三保松原防災施設事業
（県）

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 5
(決)昭55. 8.16

文化課

6145 1
名勝　三保松原防災施設事業
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（名勝三保松
原防災施設事業）の請求書の提出について（うか
がい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.14
(決)昭56. 3.16
(施)昭56. 3.20

文化課

6145 2
名勝　三保松原防災施設事業
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（名勝三保松
原防災施設事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.13

文化課

6145 3
名勝　三保松原防災施設事業
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 1
(決)昭55. 8. 5
(施)昭55. 8. 5

文化課

6145 4
名勝　三保松原防災施設事業
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（名勝三保松
原防災施設事業）補助金交付申請書の提出につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 9
(決)昭55. 5.12
(施)昭55. 5.12

文化課

6146 1 史跡　韮山反射炉保存修理（県）
昭和55年度文化財保存費補助金（史跡韮山反射炉
保存修理事業）の額の確定について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.13
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

文化課

6146 2 史跡　韮山反射炉保存修理（県）
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 4

文化課
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6147 1 史跡　韮山反射炉保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6147 2 史跡　韮山反射炉保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡韮山反
射炉保存修理事業）の額の確定について（国庫
分）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課

6147 3 史跡　韮山反射炉保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3. 7

文化課

6147 4 史跡　韮山反射炉保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業（史跡韮山反射炉保存
修理事業）計画変更承認申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.12

文化課

6147 5 史跡　韮山反射炉保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

文化課

6147 6 史跡　韮山反射炉保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費（史跡韮山反射炉保
存修理事業）補助金交付申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 8
(施)昭55. 5. 8

文化課

6148 1
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（県）

昭和55年度文化財保存費補助金（史跡島田宿大井
川川越遺跡（六番宿）保存修理事業）の額の確定
について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 9
(決)昭55.12.13
(施)昭55.12.13

文化課

6148 2
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 4

文化課

6149 1
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

史跡保存修理に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.16
(施)昭55. 6.16

文化課

6149 2
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12.13
(決)昭55.12.19
(施)昭55.12.19

文化課

6149 3
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡島田宿
大井川川越遺跡（六番宿）保存修理事業）の請求
書の提出について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.13
(施)昭55.12.13

文化課

6149 4
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡島田宿
大井川川越遺跡（六番宿）保存修理事業）の額の
確定について（国庫分）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 9
(決)昭55.12.11
(施)昭55.12.11

文化課

6149 5
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

文化課

6149 6
史跡　大井川川越遺跡（六番宿）
保存修理（国）

昭和55年度文化財保存事業費（史跡島田宿大井川
川越遺跡（六番宿）保存修理事業）補助金交付申
請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.26
(決)昭55. 4.28
(施)昭55. 4.28

文化課

6150 1 史跡　上白岩遺跡保存修理（県）
昭和55年度文化財保存費補助金（史跡上白岩遺跡
保存修理事業）の額の確定について（県費）

昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.27

文化課

6150 2 史跡　上白岩遺跡保存修理（県）
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 4

文化課

6151 1 史跡　上白岩遺跡保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10.28
(決)昭55.10.29
(施)昭55.10.29

文化課

6151 2 史跡　上白岩遺跡保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡上白岩
遺跡保存修理事業）の請求書の提出について（う
かがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10.28
(決)昭55.10.28
(施)昭55.10.28

文化課

6151 3 史跡　上白岩遺跡保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡上白岩
遺跡保存修理事業）の額の確定について（国庫
分）

昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.27

文化課
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6151 4 史跡　上白岩遺跡保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

文化課

6151 5 史跡　上白岩遺跡保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費（史跡上白岩遺跡保
存修理事業）補助金交付申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.25
(施)昭55. 4.25

文化課

6152 1
県指定無形文化財　平野有東木ぼ
んおどり伝承活動（県）

昭和55年度文化財保存費補助金（平野有東木の盆
踊伝承活動事業）の額の確定について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 1
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6152 2
県指定無形文化財　平野有東木ぼ
んおどり伝承活動（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.28
(決)昭56. 3. 6

文化課

6153 1
県指定無形文化財　平野有東木ぼ
んおどり伝承活動（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6153 2
県指定無形文化財　平野有東木ぼ
んおどり伝承活動（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（平野有東木
の盆踊伝承活動事業）の請求書の提出について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4. 8
(施)昭56. 4. 8

文化課

6153 3
県指定無形文化財　平野有東木ぼ
んおどり伝承活動（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（平野有東木
の盆踊伝承活動事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課

6153 4
県指定無形文化財　平野有東木ぼ
んおどり伝承活動（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 9
(施)昭55.12. 9

文化課

6153 5
県指定無形文化財　平野有東木ぼ
んおどり伝承活動（国）

昭和55年度文化財保存事業費（平野有東木の盆踊
伝承事業）補助金交付申請の提出について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 8
(決)昭55.10. 8
(施)昭55.10. 8

文化課

6154 1 史跡　山中城址保存修理（県）
昭和55年度文化財保存費補助金（史跡山中城跡保
存修理事業）の額の確定について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 1
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6154 2 史跡　山中城址保存修理（県）
昭和55年度史跡山中城跡保存修理事業の計画変更
について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.28
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

文化課

6154 3 史跡　山中城址保存修理（県）
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 4

文化課

6155 1 史跡　山中城址保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6155 2 史跡　山中城址保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡山中城
跡保存修理事業）の請求書の提出について（うか
がい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 6
(決)昭56. 4. 7
(施)昭56. 4. 7

文化課

6155 3 史跡　山中城址保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡山中城
跡保存修理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課

6155 4 史跡　山中城址保存修理（国）
昭和55年度史跡山中城跡保存修理事業の計画変更
について（承認）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.28
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

文化課

6155 5 史跡　山中城址保存修理（国）
昭和55年度史跡山中城跡保存修理事業に係る計画
変更承認申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 6
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3. 7

文化課

6155 6 史跡　山中城址保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

文化課

6155 7 史跡　山中城址保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費（史跡山中城跡保存
修理事業）補助金交付申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5. 8
(施)昭55. 5. 8

文化課

6156 1 史跡　久能山保存修理（県）
昭和55年度文化財保存費補助金（史跡久能山保存
修理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.21
(施)昭55.11.21

文化課
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6156 2 史跡　久能山保存修理（県）
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 4

文化課

6157 1 史跡　久能山保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.11.21
(決)昭55.11.25
(施)昭55.11.25

文化課

6157 2 史跡　久能山保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡久能山
保存修理事業）の請求書の提出について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55.11.19
(決)昭55.11.21
(施)昭55.11.21

文化課

6157 3 史跡　久能山保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（史跡久能山
保存修理事業）の額の確定について（国庫）

昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.18
(施)昭55.11.18

文化課

6157 4 史跡　久能山保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

文化課

6157 5 史跡　久能山保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費（史跡久能山保存修
理事業）補助金交付申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5. 8
(施)昭55. 5. 8

文化課

6158 1
重文　久能山東照宮保存修理
（県）

昭和55年度文化財保存費補助金（重要文化財久能
山東照宮本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理事
業）の額の確定について（県費）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

文化課

6158 2
重文　久能山東照宮保存修理
（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55.10. 4

文化課

6159 1
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 9
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6159 2
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 7
(決)昭56. 3.11
(施)昭56. 3.11

文化課

6159 3
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.14
(決)昭56. 2.17
(施)昭56. 2.17

文化課

6159 4
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.16
(決)昭56. 1.20
(施)昭56. 1.20

文化課

6159 5
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 5
(決)昭55.12. 9
(施)昭55.12. 9

文化課

6159 6
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.11.21
(決)昭55.11.25
(施)昭55.11.25

文化課

6159 7
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.10.18
(決)昭55.10.21
(施)昭55.10.21

文化課

6159 8
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 4
(施)昭55.10. 4

文化課

6159 9
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 3
(施)昭55.10. 3

文化課
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6159 10
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9. 8

文化課

6159 11
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 6.20
(施)昭55. 6.20

文化課

6159 12
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理）工事監督報
告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 9
(決)昭55. 5.13
(施)昭55. 5.13

文化課

6159 13
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財久能山東照宮本殿・石の
間・拝殿他２棟保存修理事業に係る係官派遣申請
について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 4
(施)昭55.10. 4

文化課

6159 14
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6159 15
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理
事業）の請求書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6159 16
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理
事業）の額の確定について（国庫分）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課

6159 17
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

重要文化財久能山東照宮本殿・石の間・拝殿他２
棟保存修理事業に係る主任技術者の変更承認につ
いて（通知）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 2.25
(施)昭56. 2.25

文化課

6159 18
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財久能山東照宮本殿・石の
間・拝殿他２棟保存修理事業に係る主任技術者変
更承認申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 6
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2. 9

文化課

6159 19
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

重要文化財久能山東照宮本殿・石の間・拝殿他２
棟保存修理事業に係る主任技術者の承認について
（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 7

文化課

6159 20
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財久能山東照宮本殿・石の
間・拝殿他２棟保存修理事業に係る主任技術者承
認申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

文化課

6159 21
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財久能山東照宮本殿・石の
間・拝殿他２棟保存修理事業の計画変更について
（通知）

昭和５５年度
(起)昭55.12.26
(決)昭55.12.26
(施)昭55.12.26

文化課

6159 22
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財久能山
東照宮本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理事業）
補助金の概算払について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 1
(決)昭55.10. 2
(施)昭55.10. 2

文化課

6159 23
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財久能山東照宮本殿・石の
間・拝殿他２棟保存修理事業に係る計画変更承認
申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

文化課

6159 24
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8. 7
(施)昭55. 8. 7

文化課

6159 25
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財久能山東照宮本殿・石の
間・拝殿他２棟保存修理事業に係る着手届につい
て（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.27
(決)昭55. 5. 1
(施)昭55. 5. 1

文化課
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6159 26
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財久能山
東照宮本殿・石の間・拝殿他２棟保存修理事業）
補助金交付申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.26
(決)昭55. 4.28
(施)昭55. 4.28

文化課

6160 1 重文　大鐘家住宅保存修理（県）
昭和55年度文化財保存費補助金（重要文化財大鐘
家住宅主屋・長屋門保存修理事業）の額の確定に
ついて（県費）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.13
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

文化課

6160 2 重文　大鐘家住宅保存修理（県）
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55.10. 4

文化課

6161 1 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.14
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

文化課

6161 2 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.18
(決)昭56. 2.24
(施)昭56. 2.24

文化課

6161 3 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.30
(決)昭56. 2. 4
(施)昭56. 2. 4

文化課

6161 4 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1.10
(施)昭56. 1.10

文化課

6161 5 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55.10.18
(決)昭55.10.21
(施)昭55.10.21

文化課

6161 6 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 4
(施)昭55.10. 4

文化課

6161 7 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9. 8

文化課

6161 8 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8. 7
(施)昭55. 8. 7

文化課

6161 9 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.14
(決)昭55. 5.21
(施)昭55. 5.21

文化課

6161 10 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建造物保存修理（大鐘家住宅主
屋他１棟保存修理）工事監督報告について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 8
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

文化課

6161 11 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6161 12 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
大鐘家住宅主屋、長屋門保存修理事業）の額の確
定について（国庫分）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課

6161 13 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財大鐘家
住宅主屋、長屋門保存修理事業）補助金の概算払
について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.29
(決)昭56. 2. 6
(施)昭56. 2. 6

文化課
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6161 14 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財大鐘家
住宅主屋、長屋門保存修理事業）補助金の概算払
について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.20
(決)昭55. 9.24
(施)昭55. 9.24

文化課

6161 15 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.26
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

文化課

6161 16 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財大鐘家
住宅主屋、長屋門保存修理事業）補助金交付申請
について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.21
(決)昭55. 4.25
(施)昭55. 4.25

文化課

6162 1 重文　中村家住宅防災施設（県）
昭和55年度文化財保存費補助金（重要文化財中村
家住宅防災施設事業）の額の確定について（県
費）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 3
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6162 2 重文　中村家住宅防災施設（県）
文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55.10.18
(決)昭55.10.27

文化課

6163 1 重文　中村家住宅防災施設（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6163 2 重文　中村家住宅防災施設（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
中村家住宅防災施設事業）の請求書の提出につい
て（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6163 3 重文　中村家住宅防災施設（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
中村家住宅防災施設事業）の額の確定について
（国庫分）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課

6163 4 重文　中村家住宅防災施設（国）
昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8. 7
(施)昭55. 8. 7

文化課

6163 5 重文　中村家住宅防災施設（国）
昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財中村家
住宅防災施設事業）補助金交付申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 8
(決)昭55. 5. 8
(施)昭55. 5. 8

文化課

6164 1
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（県）

昭和55年度文化財保存費補助金（重要文化財富士
浅間宮本殿保存修理事業）の額の決定について
（県費）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.13
(決)昭56. 4.27
(施)昭56. 4.27

文化課

6164 2
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（県）

文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 7
(決)昭56. 3.14

文化課

6165 1
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（富士浅間宮本
殿）工事監督報告について（進達）

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 6
(決)昭56. 5. 9
(施)昭56. 5. 9

文化課

6165 2
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（富士浅間宮本
殿保存修理工事）工事監督報告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

文化課

6165 3
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（富士浅間宮本
殿保存修理工事）工事監督報告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 2.25
(施)昭56. 2.25

文化課

6165 4
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6165 5
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
富士浅間宮本殿保存修理事業）の請求書の提出に
ついて（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.10

文化課

6165 6
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
富士浅間宮本殿保存修理事業）の額の確定につい
て（国庫分）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課
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6165 7
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財富士浅間宮本殿保存修理事
業に係る係官の派遣について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.11
(決)昭56. 3.13
(施)昭56. 3.13

文化課

6165 8
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財富士浅間宮本殿保存修理事
業に係る係官派遣申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 2.25
(施)昭56. 2.25

文化課

6165 9
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 4
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3. 7

文化課

6165 10
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財富士浅間宮本殿保存修理事
業に係る主任技術者の承認について（通知）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 6
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2. 9

文化課

6165 11
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財富士浅間宮本殿保存修理事
業に係る着手届について（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.20
(決)昭56. 1.22
(施)昭56. 1.22

文化課

6165 12
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度重要文化財富士浅間宮本殿保存修理事
業に係る主任技術者承認承認申請について（進
達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.16
(決)昭56. 1.20
(施)昭56. 1.20

文化課

6165 13
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財富士浅
間宮本殿保存修理事業）補助金交付申請について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1.10
(施)昭56. 1.10

文化課

6165 14
重文　富士浅間宮本殿保存修理
（国）

文化財建造物修理の設計監理業務等受託に伴う担
当職員について（通知）

昭和５５年度 (収)昭55.12.23
文化財建造物保
存技術協会

6166 1
重文　妙法華寺撰時抄保存修理
（県）

昭和55年度文化財保存費補助金（重要文化財撰時
抄保存修理事業）の額の確定について

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 7
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

文化課

6166 2
重文　妙法華寺撰時抄保存修理
（県）

文化財保存費補助金の交付決定について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 8. 4

文化課

6167 1
重文　妙法華寺撰時抄保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 7
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

文化課

6167 2
重文　妙法華寺撰時抄保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
撰時抄保存修理事業）の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 3.31

文化課

6167 3
重文　妙法華寺撰時抄保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財撰時抄
保存修理事業）補助金の概算払について

昭和５５年度
(起)昭55.12.11
(決)昭55.12.15
(施)昭55.12.15

文化課

6167 4
重文　妙法華寺撰時抄保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

文化課

6167 5
重文　妙法華寺撰時抄保存修理
（国）

昭和55年度文化財保存事業費（重要文化財撰時抄
保存修理事業）補助金交付申請書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 9
(決)昭55. 5.12
(施)昭55. 5.12

文化課

6168 1 昭和51年度静岡県芸術祭 復命書（県芸術祭演劇公演会：引佐町） 昭和５１年度 (起)昭52. 1.17 文化課

6168 2 昭和51年度静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭音楽・演劇部門の入賞団体の
記者発表及び入賞通知について

昭和５１年度
(起)昭51.12.18
(決)昭51.12.20
(施)昭51.12.20

文化課

6168 3 昭和51年度静岡県芸術祭
第16回県芸術祭音楽部門および演劇部門コンクー
ル審査会の開催について

昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.11.30
(施)昭51.12. 2

文化課

6168 4 昭和51年度静岡県芸術祭
復命書（県芸術祭東部地区合唱祭・コンクール・
演奏会：三島市）

昭和５１年度 (起)昭51.11.22 文化課

6168 5 昭和51年度静岡県芸術祭
復命書（県芸術祭音楽部門西部地区会場：掛川
市）

昭和５１年度 (起)昭51.10. 5 文化課
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6168 6 昭和51年度静岡県芸術祭
復命書（県芸術祭演劇公演会（西部会場）：引佐
町）

昭和５１年度 (起)昭51. 8.28 文化課

6168 7 昭和51年度静岡県芸術祭
復命書（県芸術祭演劇公演会（東部会場）：中伊
豆町）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.26 文化課

6168 8 昭和51年度静岡県芸術祭
復命書（県芸術祭についての事務連絡及び打合せ
（浜松市）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.23 文化課

6168 9 昭和51年度静岡県芸術祭
第16回静岡県芸術祭華道展および水石展感謝状の
授与について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.15
(決)昭51. 7.19
(施)昭51. 7.20

文化課

6168 10 昭和51年度静岡県芸術祭
復命書（県芸術祭音楽部門・演劇部門東部地区開
催地域教育委員会との打合せ：中伊豆町）

昭和５１年度 (起)昭51. 6.19 文化課

6168 11 昭和51年度静岡県芸術祭 復命書（県芸術祭合唱祭打合せ：焼津市） 昭和５１年度 (起)昭51. 4.16 文化課

6168 12 昭和51年度静岡県芸術祭 復命書（県芸術祭合唱祭等事務打合せ：掛川市） 昭和５１年度 (起)昭51. 5.19 文化課

6168 13 昭和51年度静岡県芸術祭
昭和51年度静岡県芸術祭第２回実行委員会（音楽
部門）の開催について

昭和５１年度 (起)昭51. 5.24 文化課

6169 1 昭和52年度静岡県芸術祭　No.１ 県芸術祭授賞式来賓への礼状について（書簡文） 昭和５２年度 (起)昭53. 1. 4 文化課

6169 2 昭和52年度静岡県芸術祭　No.１
第17回静岡県芸術祭授賞式の実施について（うか
がい）

昭和５２年度
(起)昭52.12.19
(決)昭52.12.22
(施)昭52.12.22

文化課

6169 3 昭和52年度静岡県芸術祭　No.１ 公演事業実施報告書 昭和５２年度 (収)昭52. 4.30
新制作座文化セ
ンター

6169 4 昭和52年度静岡県芸術祭　No.１
復命書（第17回県芸術祭美術展東部会場打合せ
（沼津市）

昭和５１年度 (起)昭52. 2.26 文化課

6170 1 昭和52年度静岡県芸術祭　No.２
昭和52年度静岡県芸術祭委託事務実績報告書の提
出について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.29
(決)昭53. 3.30
(施)昭53. 3.30

文化課

6170 2 昭和52年度静岡県芸術祭　No.２
昭和52年度静岡県芸術祭（音楽・演劇・華道・水
石・邦楽）事業委託金前金払について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.21
(決)昭52. 5.27

文化課

6170 3 昭和52年度静岡県芸術祭　No.２ 委託契約の締結について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 5.10
(決)昭52. 5.16
(施)昭52. 5.17

文化課

6171 1 昭和52年度静岡県芸術祭　No.３
復命書（県芸術祭音楽部門音楽演奏会開催（細江
町）

昭和５２年度 (起)昭53. 1. 7 文化課

6171 2 昭和52年度静岡県芸術祭　No.３
第17回静岡県芸術祭音楽・演劇部門の入賞につい
て（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.12.14
(決)昭52.12.15
(施)昭52.12.16

文化課

6171 3 昭和52年度静岡県芸術祭　No.３
第17回静岡県芸術祭華道展感謝状の交付について
（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.10. 5
(決)昭52.10. 5
(施)昭52.10. 9

文化課

6171 4 昭和52年度静岡県芸術祭　No.３
第17回静岡県芸術祭水石展感謝状の交付について
（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.10. 2
(決)昭52.10. 4
(施)昭52.10. 5

文化課

6171 5 昭和52年度静岡県芸術祭　No.３ 復命書（県芸術祭音楽演奏会：小山町） 昭和５２年度 (起)昭52. 8. 8 文化課

6171 6 昭和52年度静岡県芸術祭　No.３
第17回静岡県芸術祭華道展・水石展の感謝状の印
刷について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.18
(決)昭52. 7.19
(施)昭52. 7.19

文化課
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6171 7 昭和52年度静岡県芸術祭　No.３
昭和52年静岡県芸術祭合唱祭合唱コンクールの開
催について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.30
(決)昭52. 6.30
(施)昭52. 7. 1

文化課

6171 8 昭和52年度静岡県芸術祭　No.３ 復命書（県芸術祭に関する事務打合せ：浜松市） 昭和５２年度 (起)昭52. 6. 2 文化課

6172 1 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 昭和53年度第18回静岡県芸術祭美術展企画委員会 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22 文化課

6172 2 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 昭和53年度第18回静岡県芸術祭美術展実行委員会 昭和５３年度 (施)昭53.12.20 文化課

6172 3 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 昭和53年度第18回静岡県芸術祭授賞式 昭和５３年度 (施)昭54. 1.10 文化課

6172 4 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 昭和53年度静岡県芸術祭美術部門実行委員会 昭和５３年度 (施)昭53.10.18 文化課

6172 5 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 復命書（県芸術祭演劇公演会・西部会場） 昭和５３年度 (起)昭53.12.11 文化課

6172 6 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 復命書（県芸術祭合唱祭・コンクール） 昭和５３年度 (起)昭53.10.11 文化課

6172 7 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１
第18回静岡県芸術祭水石展・華道展感謝状の交付
について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.28
(決)昭53. 9.29

文化課

6172 8 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 復命書（県芸術祭音楽演奏会・西部会場） 昭和５３年度 (起)昭53. 8.21 文化課

6172 9 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１
第18回静岡県芸術祭水石展・華道展感謝状の印刷
について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.21
(決)昭53. 7.21

文化課

6172 10 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 昭和53年度静岡県芸術祭第２回企画委員会 昭和５３年度 (施)昭53. 6. 2 文化課

6172 11 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１
昭和53年度静岡県芸術祭美術部門第１回実行委員
会

昭和５３年度 (施)昭53. 5.22 文化課

6172 12 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１
昭和53年度静岡県芸術祭文学部門第１回実行委員
会

昭和５３年度 (施)昭53. 5.23 文化課

6172 13 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 昭和53年度静岡県芸術祭委託部門実行委員会 昭和５３年度 (施)昭53. 5.19 文化課

6172 14 昭和53年度静岡県芸術祭　No.１ 昭和53年度静岡県芸術祭第１回企画委員会 昭和５３年度 (施)昭53. 4.21 文化課

6173 1 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 静岡県文化協会理事会資料 昭和５３年度

6173 2 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度静岡県芸術祭第３回企画委員会の開催
について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 2
(決)昭54. 3.10
(施)昭54. 3.10

文化課

6173 3 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭美術展記念画集について（送
付）

昭和５３年度 (起)昭54. 3.15 文化課

6173 4 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 県庁西館展示室の優先使用承認について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8

文化課

6173 5 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
県芸術祭の開催年間広報テーマについて（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.24
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

文化課
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6173 6 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 復命書（第18回県展選抜展審査会） 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 1 文化課

6173 7 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭文学部門「県民文芸」の印刷
について

昭和５３年度 (起)昭54. 1.11 文化課

6173 8 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 県芸術祭授賞式礼状等について（うかがい） 昭和５３年度 (起)昭54. 1.11 文化課

6173 9 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭音楽・演劇部門の入賞につい
て（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.25
(決)昭53.12.26
(施)昭53.12.26

文化課

6173 10 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭授賞式の実施について（うか
がい）

昭和５３年度
(起)昭53.12.16
(決)昭53.12.22

文化課

6173 11 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭授賞式教育長あいさつ文案
（うかがい）

昭和５３年度 (起)昭54. 1. 8 文化課

6173 12 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回県展選抜展の開催及び出品作品の推薦につ
いて（回答）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 2
(決)昭53.12. 6
(施)昭53.12. 8

文化課

6173 13 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回県芸術祭美術部門実行委員会の開催につい
て（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 5
(決)昭53.12. 7
(施)昭53.12. 7

文化課

6173 14 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 復命書（県芸術祭美術展清水会場打合せ） 昭和５３年度 (起)昭53.11. 1 文化課

6173 15 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 昭和53年中の県展の調査について（回答） 昭和５３年度
(起)昭53.11.28
(決)昭53.11.28
(施)昭53.11.28

文化課

6173 16 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 復命書（一水会出席） 昭和５３年度 (起)昭53.12. 6 文化課

6173 17 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回県芸術祭美術展懸垂幕・看板の掲出につい
て（うかがい）

昭和５３年度 (起)昭53.10. 4 文化課

6173 18 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
県芸術祭美術展各種目実行委員・審査員の礼状に
ついて（書簡文）

昭和５３年度 (起)昭53.11.13 文化課

6173 19 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭美術展（第２期展）の入賞者
名等の記者発表及び入選通知、展示について（う
かがい）

昭和５３年度 (起)昭53.11.20 文化課

6173 20 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭美術展（第１期展）の入賞入
選者名の記者発表、通知、展示等について（うか
がい）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 7
(決)昭53.11. 8

文化課

6173 21 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度静岡県芸術祭美術展工芸部門審査員の
変更について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 1
(決)昭53.11. 2
(施)昭53.11. 2

文化課

6173 22 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度静岡県芸術祭美術展版画部門審査員の
変更について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.10.25
(決)昭53.10.26
(施)昭53.10.26

文化課

6173 23 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度県芸術祭参加（協賛）事業要綱につい
て

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.11. 7
(施)昭53.11. 8

文化課

6173 24 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 復命書（一水会定例会） 昭和５３年度 (起)昭53.11. 1 文化課

6173 25 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 県芸術祭参加名義使用許可について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.10. 4
(決)昭53.10.20

文化課
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6173 26 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 第18回静岡県芸術祭美術展開会式のご案内 昭和５３年度
(起)昭53.10.20
(決)昭53.10.23
(施)昭53.10.23

文化課

6173 27 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
静岡県芸術祭美術展審査飾付事務への派遣につい
て（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 2
(決)昭53.11. 2
(施)昭53.11. 2

文化課

6173 28 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭美術展目録印刷について（う
かがい）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 4
(決)昭53.10. 5

文化課

6173 29 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
県芸術祭美術展関係アルバイト雇上げについて
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.30
(施)昭53.10. 4

文化課

6173 30 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭美術展懸垂幕掲出依頼につい
て（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.12
(決)昭53. 9.18
(施)昭53. 9.18

文化課

6173 31 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回県芸術祭美術展作品飾付について（うかが
い）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 9
(決)昭53.10.11
(施)昭53.10.11

文化課

6173 32 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭関係印刷物の印刷及び発送に
ついて（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 6
(決)昭53. 9. 8

文化課

6173 33 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度第18回静岡県芸術祭募集要項の資料提
供について（うかがい）

昭和５３年度 (起)昭53. 7.26 文化課

6173 34 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度静岡県芸術祭美術展への文部大臣奨励
賞下付申請について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 3
(決)昭53. 8. 6
(施)昭53. 8. 7

文化課

6173 35 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭審査員の委嘱について（うか
がい）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.12
(決)昭53. 6.17
(施)昭53. 6.19

文化課

6173 36 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭美術展委嘱出品について（う
かがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.31
(決)昭53. 8. 1

文化課

6173 37 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和54年度（第13回）現代美術選抜展の開催希望
について（回答）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.24
(決)昭53. 7.28
(施)昭53. 7.28

文化課

6173 38 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度県芸術祭作品募集要項印刷について
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.20
(決)昭53. 7.20

文化課

6173 39 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
第18回静岡県芸術祭作品募集要項について（送
付）

昭和５３年度 (起)昭53. 7.17 文化課

6173 40 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 第18回県芸術祭ポスターについて（送付） 昭和５３年度 (起)昭53. 7.17 文化課

6173 41 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度第18回県芸術祭作品募集要綱ポスター
印刷について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 8
(決)昭53. 6.10
(施)昭53. 6.14

文化課

6173 42 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
復命書（県芸術祭委託部門（音楽演劇）会場につ
いてのお願い）

昭和５３年度 (起)昭53. 7. 5 文化課

6173 43 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
復命書（富士の形染展授賞式とオープニングパー
ティ参加）

昭和５３年度 (起)昭53. 6.29 文化課

6173 44 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
静岡県芸術祭企画委員会（第２回）の開催につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 5.26
(決)昭53. 5.26
(施)昭53. 5.26

文化課

6173 45 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度第18回静岡県芸術祭の後援及び後援者
賞の交付について（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.26
(決)昭53. 5.30
(施)昭53. 6. 6

文化課

6173 46 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度第18回静岡県芸術祭の共催について
（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 8
(決)昭53. 6. 9
(施)昭53. 6. 9

文化課
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6173 47 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度静岡県芸術祭実行委員の委嘱ならびに
第１回実行委員会の開催について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 8
(決)昭53. 5.10
(施)昭53. 5.10

文化課

6173 48 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 芸術文化指導者派遣について（申請書） 昭和５３年度 (起)昭53. 5. 8 文化課

6173 49 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
昭和53年度静岡県芸術祭企画委員の委嘱ならびに
第１回企画委員会の開催について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 3
(決)昭53. 4. 5
(施)昭53. 4. 5

文化課

6173 50 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２
教育長あいさつ等依頼票の提出について（うかが
い）

昭和５３年度 (起)昭53. 4.17 文化課

6173 51 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 復命書（芸術祭会場の下見と日程打合せ） 昭和５３年度 (起)昭53. 4.13 文化課

6173 52 昭和53年度静岡県芸術祭　No.２ 復命書（県芸術祭美術展連絡事務打合せ） 昭和５３年度 (起)昭53. 4.15 文化課

6174 1 昭和53年度静岡県芸術祭　No.３
昭和53年度静岡県芸術祭委託事業実績報告書の提
出について（供覧）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.26
(決)昭54. 3.27

文化課

6174 2 昭和53年度静岡県芸術祭　No.３
昭和53年度静岡県芸術祭（音楽・演劇・華道水
石・邦楽）事業委託金前金払について

昭和５３年度 (起)昭53. 5.16 文化課

6174 3 昭和53年度静岡県芸術祭　No.３ 委託契約の締結について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 9
(決)昭53. 5.12

文化課

6175 1 昭和54年度静岡県芸術祭　No.２ 委託契約の締結について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(決)昭54. 5.11
(施)昭54. 5.11

文化課

6176 1 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 静岡県「県民文芸」の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.12
(施)昭54. 4.12

文化課

6176 2 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度静岡県芸術祭企画委員の委嘱と第１回
企画委員会の開催について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.17
(施)昭54. 4.17

文化課

6176 3 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 復命書（県芸術祭美術展の会場下見と打合せ） 昭和５４年度 (起)昭54. 5. 7 文化課

6176 4 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度静岡県芸術祭実行委員の委嘱ならびに
第１回実行委員会の開催について

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 7
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5.11

文化課

6176 5 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度県芸術祭第２回企画委員会の開催につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 5.25
(決)昭54. 5.26
(施)昭54. 5.26

文化課

6176 6 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度第19回静岡県芸術祭の後援及び後援者
賞の交付について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 1
(決)昭54. 6. 5
(施)昭54. 6. 6

文化課

6176 7 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度県芸術祭作品募集要領ポスター印刷に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 8
(決)昭54. 6. 9
(施)昭54. 6. 9

文化課

6176 8 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 昭和54年度第19回静岡県芸術祭の共賛について 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 7
(決)昭54. 6.15
(施)昭54. 6.18

文化課

6176 9 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 第19回静岡県芸術祭審査員の委嘱について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.19
(決)昭54. 6.21
(施)昭54. 6.22

文化課

6176 10 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 第19回静岡県芸術祭美術展委嘱について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.20
(決)昭54. 6.21
(施)昭54. 6.22

文化課

6176 11 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県芸術祭募集要項、実施要綱の配布につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 6.28
(決)昭54. 6.28
(施)昭54. 6.29

文化課
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6176 12 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭作品募集要項・開催要項の記
者提供について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.19
(決)昭54. 7.23
(施)昭54. 7.23

文化課

6176 13 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和55年度（第14回）現代美術選抜展の開催希望
について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 6
(決)昭54. 7. 9
(施)昭54. 7.10

文化課

6176 14 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和55年度（第14回）現代美術選抜展の開催希望
について（回答）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.24
(決)昭54. 8.27
(施)昭54. 8.27

文化課

6176 15 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和55年度（第14回）現代美術選抜展開催地の内
定について（通知）

昭和５４年度 (収)昭54. 9.28
文化庁文化部芸
術課長

6176 16 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭華道・水石展の感謝状印刷に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.20
(決)昭54. 7.23
(施)昭54. 7.23

文化課

6176 17 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭華道・水石展の感謝状印刷に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.20
(決)昭54. 7.23
(施)昭54. 7.23

文化課

6176 18 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度第19回静岡県芸術祭美術展審査員の変
更について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.23
(決)昭54. 7.27
(施)昭54. 7.28

文化課

6176 19 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度第19回静岡県芸術祭審査員の変更につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 8.17
(決)昭54. 8.23
(施)昭54. 8.24

文化課

6176 20 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度第19回静岡県芸術祭実行委員（美術部
門－写真）の変更について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.14
(決)昭54. 9.17
(施)昭54. 9.18

文化課

6176 21 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度第19回静岡県芸術祭美術展審査員につ
いて（送付）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.14
(決)昭54. 9.17
(施)昭54. 9.18

文化課

6176 22 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度第19回静岡県芸術祭美術展審査日の訂
正について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.14
(決)昭54. 9.17
(施)昭54. 9.18

文化課

6176 23 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度静岡県芸術祭美術展への文部大臣奨励
賞下付申請について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.17
(決)昭54. 8.24
(施)昭54. 8.25

文化課

6176 24 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 文部大臣奨励賞状交付について 昭和５４年度 (収)昭54. 9.29 文化庁次長

6176 25 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県芸術祭関係印刷物の印刷及び案内状の発
送について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 3
(決)昭54. 9. 6
(施)昭54. 9. 6

文化課

6176 26 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
県芸術際美術展関係アルバイト雇上げについて
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.10
(決)昭54. 9.17
(施)昭54. 9.17

文化課

6176 27 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度静岡県芸術祭に伴う第２回実行委員会
の開催について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.14
(決)昭54. 9.17
(施)昭54.10. 1

文化課

6176 28 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県芸術祭美術展作品飾り付について（うか
がい）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.25
(決)昭54. 9.27
(施)昭54.10. 1

文化課

6176 29 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭関係印刷物の印刷について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.25
(決)昭54. 9.27
(施)昭54.10. 1

文化課

6176 30 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
復命書（県芸術祭美術展アルバイト斡旋依頼：静
岡市）

昭和５４年度 (起)昭54.10. 5 文化課

6176 31 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
復命書（県芸術祭美術展開催上の打合せ：清水
市）

昭和５４年度 (起)昭54.10. 5 文化課

6176 32 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
復命書（県芸術祭開催に伴う会場側との打合せ：
浜松市）

昭和５４年度 (起)昭54.10.11 文化課
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6176 33 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度静岡県芸術祭文学部門審査会の開催に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.11
(決)昭54.10.13
(施)昭54.10.27

文化課

6176 34 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭文学部門の審査について（送
付）

昭和５４年度
(起)昭54.10.19
(決)昭54.10.19
(施)昭54.10.19

文化課

6176 35 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 第19回静岡県芸術祭美術展開会式のご案内 昭和５４年度
(起)昭54.10.18
(決)昭54.10.18
(施)昭54.10.19

文化課

6176 36 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭美術展実行委員業務への派遣
について（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54.10.22
(決)昭54.10.25
(施)昭54.10.26

文化課

6176 37 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
静岡県芸術祭委託部門合唱祭・音楽演奏会開催日
変更について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.26
(決)昭54.10.28
(施)昭54.10.29

文化課

6176 38 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度静岡県芸術祭審査員の変更通知発送に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.25
(決)昭54.10.29
(施)昭54.10.30

文化課

6176 39 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度静岡県芸術祭美術点（日本画）の審査
員の変更について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.31
(決)昭54.10.31
(施)昭54.10.31

文化課

6176 40 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
「第19回静岡県芸術祭美術展開催」に関する記者
クラブへの資料提供について

昭和５４年度
(起)昭54.10.24
(決)昭54.10.29
(施)昭54.10.31

文化課

6176 41 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
復命書（県芸術祭文学部門応募原稿持参による審
査依頼：調布市）

昭和５４年度 (起)昭54.10.31 文化課

6176 42 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
「第19回静岡県芸術祭美術展記念画集」の印刷に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.31
(決)昭54.11. 1
(施)昭54.11. 2

文化課

6176 43 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度静岡県芸術祭美術展第１期展（日本
画・書道）の審査結果記者発表について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 6
(決)昭54.11. 6
(施)昭54.11. 6

文化課

6176 44 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県芸術祭美術展第２期展の審査概要の資料
提供について（依頼）

昭和５４年度 (起)昭54.11.20 文化課

6176 45 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県展選抜展の開催及び出品作品の推薦につ
いて（通知）

昭和５４年度 (収)昭54.11.10 文化庁文化部長

6176 46 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 昭和54年度中の県展の調査について（回答） 昭和５４年度
(起)昭54.11.26
(決)昭54.11.27
(施)昭54.11.28

文化課

6176 47 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県展選抜展出品作品の推薦について（うか
がい）

昭和５４年度
(起)昭54.11.28
(決)昭54.11.28
(施)昭54.11.28

文化課

6176 48 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県展選抜展の開催及び出品作品の推薦につ
いて（回答）

昭和５４年度
(起)昭54.11.30
(決)昭54.12. 1
(施)昭54.12. 3

文化課

6176 49 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和54年度（第19回）西部地区合唱コンクールへ
の派遣方について（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54.11.24
(決)昭54.11.27
(施)昭54.11.27

文化課

6176 50 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭に関する審査員及び実効委員
の礼状について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.11.26
(決)昭54.12. 3
(施)昭54.12. 5

文化課

6176 51 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県芸術祭文学部門の審査結果資料提出につ
いて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 5
(決)昭54.12. 7
(施)昭54.12. 7

文化課

6176 52 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第３回美術部門実行委員会の開催について（うか
がい）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 5
(決)昭54.12. 6
(施)昭54.12. 7

文化課
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6176 53 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
文部大臣奨励賞授賞事業報告書の提出について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.12
(施)昭54.12.13

文化課

6176 54 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭授賞式の実施について（うか
がい）

昭和５４年度
(起)昭54.12.12
(決)昭54.12.13
(施)昭54.12.13

文化課

6176 55 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県芸術祭音楽・演劇部門の授賞団体につい
て（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.12.22
(決)昭54.12.23
(施)昭54.12.23

文化課

6176 56 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭文学部門「県民文芸」の印刷
について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.12.25
(決)昭54.12.28
(施)昭55. 1. 5

文化課

6176 57 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 第19回静岡県芸術祭授賞式について（うかがい） 昭和５４年度 (起)昭55. 1. 9 文化課

6176 58 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭授賞式の資料提供について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.11
(決)昭55. 1.14
(施)昭55. 1.14

文化課

6176 59 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 県芸術際授賞式礼状等について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.17
(決)昭55. 1.18
(施)昭55. 1.18

文化課

6176 60 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回静岡県芸術祭美術展記念画集の送付につい
て（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.17
(決)昭55. 1.19
(施)昭55. 1.19

文化課

6176 61 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 復命書（県展選抜点の観覧・視察等：東京都） 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 6 文化課

6176 62 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県展選抜展賞（文部大臣賞）決定並びに記
念画集の送付について（通知）

昭和５４年度 (収)昭55. 2.13
文化庁文化芸術
課

6176 63 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 県芸術祭美術展研究懇話会について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.13
(決)昭55. 2.14
(施)昭55. 2.15

文化課

6176 64 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
昭和55年度芸術家国内研修員候補者の推薦につい
て（依頼）

昭和５４年度 (収)昭55. 1.29 文化庁文化部長

6176 65 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
第19回県芸術祭第３回企画委員会開催について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.14
(決)昭55. 2.14
(施)昭55. 2.16

文化課

6176 66 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３
県庁西館展示室の優先使用の承認について（依
頼）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.11
(決)昭55. 3.13
(施)昭55. 3.14

文化課

6176 67 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 静岡県「県民文芸」の送付について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.27
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

文化課

6176 68 昭和54年度静岡県芸術祭　No.３ 芸術祭開催状況調査について（回答） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.18
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.23

文化課

6177 1 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度静岡県芸術祭企画委員の委嘱と第１回
企画委員会の開催について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.22
(決)昭55. 4.24
(施)昭55. 4.24

文化課

6177 2 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度静岡県芸術祭企画委員の変更について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.14
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.17

文化課

6177 3 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度静岡県芸術祭実行委員の委嘱ならびに
第１回実行委員会の開催について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.12
(決)昭55. 5.14
(施)昭55. 5.14

文化課

6177 4 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度静岡県芸術祭第２回企画委員会の開催
について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 2
(決)昭55. 6. 3
(施)昭55. 6. 6

文化課

6177 5 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度第20回静岡県芸術祭の後援及び後援者
賞の交付について（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.17
(決)昭55. 5.20
(施)昭55. 5.22

文化課
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6177 6 昭和55年度静岡県芸術祭 芸術祭開催状況調査について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.26 香川県

6177 7 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度第20回静岡県芸術祭審査委員の委嘱に
ついて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 2
(決)昭55. 6. 3
(施)昭55. 6.18

文化課

6177 8 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度第20回静岡県芸術祭の共催について
（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.10
(決)昭55. 6.14
(施)昭55. 6.17

文化課

6177 9 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度第20回静岡県芸術祭作品募集要項及び
ポスターの印刷について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.14
(決)昭55. 6.17
(施)昭55. 6.17

文化課

6177 10 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度第14回現代美術選抜展開催地の決定及
び打合せ回の開催について（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.23 文化庁

6177 11 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度芸術家国内研修員の決定について（通
知）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.24 文化庁

6177 12 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度芸術祭実行委員（美術展）の変更につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.25
(決)昭55. 6.28
(施)昭55. 6.30

文化課

6177 13 昭和55年度静岡県芸術祭
文学賞又は文芸賞等事業の実施状況等について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.12
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.14

文化課

6177 14 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回県芸術祭のポスター、募集要項、開催要項
等の配布について（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.12
(決)昭55. 7.15
(施)昭55. 7.15

文化課

6177 15 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回静岡県芸術祭美術展委嘱出品について（う
かがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.12
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.19

文化課

6177 16 昭和55年度静岡県芸術祭 第20回県芸術祭の資料提供について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 7.24
(施)昭55. 7.25

文化課

6177 17 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度第14回現代美術選抜展の打合せ会につ
いて（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.18
(決)昭55. 7.19
(施)昭55. 7.19

文化課

6177 18 昭和55年度静岡県芸術祭
復命書（第14回現代美術選抜点打合せ会：東京
都）

昭和５５年度 (起)昭55. 8. 1 文化課

6177 19 昭和55年度静岡県芸術祭 名義使用許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.29
(決)昭55. 8. 5
(施)昭55. 8. 6

文化課

6177 20 昭和55年度静岡県芸術祭 文化庁主催県選抜展について 昭和５５年度 (収)昭55. 8. 4 文化庁

6177 21 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和56年度（第15回）現代美術選抜展の開催希望
について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.15
(施)昭55. 8.16

文化課

6177 22 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度静岡県芸術祭美術展への文部大臣奨励
賞下付申請について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.19
(施)昭55. 8.21

文化課

6177 23 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和56年度（第15回）現代美術選抜展の開催希望
について（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.30
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9. 3

文化課

6177 24 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回県芸術祭美術展関係アルバイト雇上げにつ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 8
(決)昭55. 9.10
(施)昭55. 9.10

文化課

6177 25 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回県芸術祭関係印刷物の印刷及び案内状の発
想について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 9
(決)昭55. 9. 9
(施)昭55. 9.11

文化課

6177 26 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度県芸術祭に伴う第２回実行委員会の開
催について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.10
(施)昭55. 9.19

文化課
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6177 27 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度県芸術祭文学部門「県民文芸」作品募
集について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.22
(施)昭55. 9.22

文化課

6177 28 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回県芸術祭美術展の看板について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.26
(施)昭55.10. 8

文化課

6177 29 昭和55年度静岡県芸術祭 復命書（県芸術祭美術展事務打合せ会：浜松市） 昭和５５年度 (起)昭55.10. 3 文化課

6177 30 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回県芸術祭美術展目録の印刷について（うか
がい）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 7
(施)昭55.10.25

文化課

6177 31 昭和55年度静岡県芸術祭
「静岡県芸術祭20年の歩み（仮称）」刊行につい
て（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 6
(決)昭55.10. 7
(施)昭55.10.25

文化課

6177 32 昭和55年度静岡県芸術祭
県芸術祭文学部門（県民文芸）の応募状況につい
て

昭和５５年度 (起)昭55.10. 6 文化課

6177 33 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回静岡県芸術祭文学部門の審査について（送
付）

昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.13
(施)昭55.10.15

文化課

6177 34 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度静岡県芸術祭文学部門審査会の開催に
ついて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.13
(施)昭55.10.15

文化課

6177 35 昭和55年度静岡県芸術祭 第20回静岡県芸術祭美術展開会式のご案内 昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.13
(施)昭55.10.23

文化課

6177 36 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和56年度（第15回）現代美術選抜展開催地の内
定について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55.10.23
(決)昭55.10.24
(施)昭55.10.24

文化課

6177 37 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度（第20回）静岡県芸術祭美術展審査員
の変更について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10.22
(決)昭55.10.24
(施)昭55.10.24

文化課

6177 38 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回静岡県芸術祭美術展実行委員業務への派遣
について（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55.10.24
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.27

文化課

6177 39 昭和55年度静岡県芸術祭 第14回現代美術選抜店の作品輸送費について 昭和５５年度
(起)昭55.10.29
(決)昭55.10.31
(施)昭55.10.31

文化課

6177 40 昭和55年度静岡県芸術祭
復命書（県芸術祭美術展の飾り付けについて：清
水市）

昭和５５年度 (起)昭55.10.31 文化課

6177 41 昭和55年度静岡県芸術祭
県芸術祭文学部門の作品送付について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55.11.11
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.12

文化課

6177 42 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回静岡県芸術祭美術展第２期展（書道・写
真・彫刻・水彩画・工芸）の審査結果について

昭和５５年度
(起)昭55.11.18
(決)昭55.11.18
(施)昭55.11.18

文化課

6177 43 昭和55年度静岡県芸術祭
県芸術祭美術部門第３回実行委員会の開催につい
て（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.11.17
(決)昭55.11.21
(施)昭55.11.25

文化課

6177 44 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回静岡県芸術祭委託部門における賞状及び参
加賞等の交付について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.14
(決)昭55. 8.20
(施)昭55. 8.20

文化課

6177 45 昭和55年度静岡県芸術祭
「静岡県芸術祭20年の歩み」あいさつ文について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.11.13
(決)昭55.11.25
(施)昭55.11.25

文化課

6177 46 昭和55年度静岡県芸術祭
復命書（「文芸評論」の審査結果、作品受領につ
いて）

昭和５５年度 (起)昭55.12. 4 文化課

6177 47 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度県芸術祭文学部門の審査結果について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 4
(決)昭55.12. 5
(施)昭55.12. 5

文化課

45 ページ



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

6177 48 昭和55年度静岡県芸術祭
文部大臣奨励賞受賞事業報告書の提出について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 5
(決)昭55.12. 8
(施)昭55.12.11

文化課

6177 49 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度県芸術祭音楽・演劇部門の審査結果に
ついて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 9
(決)昭55.12.10
(施)昭55.12.10

文化課

6177 50 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和56年度芸術家国内研修員候補者の推薦につい
て（依頼）

昭和５５年度 (収)昭55.11.25 文化庁

6177 51 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回県芸術祭に於ける審査員及び実行委員に対
する礼状について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 4
(決)昭55.12.11
(施)昭55.12.12

文化課

6177 52 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和55年度県芸術祭文学部門「県民文芸」第20集
の刊行について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.17
(施)昭55.12.18

文化課

6177 53 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回静岡県芸術祭合同授賞式の実施について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.22
(施)昭55.12.22

文化課

6177 54 昭和55年度静岡県芸術祭
静岡県芸術祭20週年感謝状贈呈について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55.12.25
(決)昭55.12.26
(施)昭55.12.26

文化課

6177 55 昭和55年度静岡県芸術祭
「静岡県芸術祭20年の歩み」記念誌の発送につい
て（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 9
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.12

文化課

6177 56 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回静岡県芸術祭授賞式の資料提供について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 9
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.13

文化課

6177 57 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回県芸術祭授賞式主催者（教育長）あいさつ
について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 6
(決)昭56. 1.11
(施)昭56. 1.14

文化課

6177 58 昭和55年度静岡県芸術祭 県芸術祭授賞式のお祝いのことばについて 昭和５５年度
(起)昭56. 1.16
(決)昭56. 1.16
(施)昭56. 1.16

文化課

6177 59 昭和55年度静岡県芸術祭
昭和56年度（第21回）静岡県芸術祭の共催につい
て（依頼）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.12
(決)昭56. 1.16
(施)昭56. 1.23

文化課

6177 60 昭和55年度静岡県芸術祭 県芸術祭授賞式の礼状について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 1.23
(決)昭56. 1.24
(施)昭56. 1.26

文化課

6177 61 昭和55年度静岡県芸術祭
第20回県芸術祭企画委員会の開催について（うか
がい）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.17
(決)昭56. 2.23
(施)昭56. 2.23

文化課

6177 62 昭和55年度静岡県芸術祭
県庁西館展示室の優先使用の承認について（うか
がい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 9
(決)昭56. 3. 9
(施)昭56. 3.11

文化課

6177 63 昭和55年度静岡県芸術祭 静岡県「県民文芸」の送付について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

文化課

6178 1 公文書館関係
県立公文書館（仮称）の運営に関する意見書につ
いて（送付）

昭和５８年度 (収)昭58.11. 4
愛知県総務部文
書課長

6178 2 公文書館関係 資料の送付について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.17 大阪府総務部長

6178 3 公文書館関係 公文書館の調査

6178 4 公文書館関係 公文書館建設調査費について

6178 5 公文書館関係 書庫の概況について
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6178 6 公文書館関係 静岡県立公文書館の設置に係る基本構想

6178 7 公文書館関係
資料室・公文書館等の設置状況（昭和51年４月１
日現在）

6178 8 公文書館関係 保存文書の管理状況（昭和51年４月１日現在）

6178 9 公文書館関係 文書課・図書館の役割及び収集、保存等の体系等

6178 10 公文書館関係 埼玉県立文書館概要

6178 11 公文書館関係
公文書管理分科会における検討結果のとりまとめ
案について

昭和５４年度 (起)昭54.10.23 学事文書課

6178 12 公文書館関係 第２回公文書管理分科会の開催について（通知） 昭和５４年度 (起)昭54. 9.29 学事文書課

6178 13 公文書館関係 公文書管理分科会の開催について（通知） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.20
(決)昭54. 9.21
(施)昭54. 9.21

学事文書課

6178 14 公文書館関係 行財政対策委員会行財政部会協議資料 昭和５４年度

6179 1 公文書館調査 公文書館等の設置状況について（回答） 昭和５６年度 (起)昭56. 9.25 学事文書課

6179 2 公文書館調査 文書館等の調査について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 6.13
(決)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.15

学事文書課

6179 3 公文書館調査 北海道立文書館（仮称）設置に関する基本構想 昭和５７年度 (収)昭57. 4.19
北海道行政資料
課長

6179 4 公文書館調査
保存公文書の適正管理に関する指導・助言の際の
出席（聴講）依頼について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 4
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3.10

学事文書課

6179 5 公文書館調査 職員の派遣依頼について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.17
(決)昭56. 2.21
(施)昭56. 2.24

学事文書課

6179 6 公文書館調査
公文書課調査報告書（中間結果報告）の取りまと
めについて

昭和５５年度
(起)昭56. 1.14
(決)昭56. 2.10

学事文書課

6179 7 公文書館調査 公文書館等の設置運営状況調査の実施について 昭和５５年度
(起)昭55.11.28
(決)昭55.11.28

学事文書課

6179 8 公文書館調査
文書館等史料保存利用機関の設置運営状況のまと
め資料の送付について

昭和５５年度 (収)昭55. 7.18
広島県総務部総
務課長

6179 9 公文書館調査
文書館等史料保存利用機関の設置運営状況につい
て（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 5.31
(施)昭55. 6. 2

学事文書課

6179 10 公文書館調査 公文書館等設置運営状況調査について（回答） 昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 3
(施)昭55.12. 3

学事文書課

6179 11 公文書館調査 書庫対策の調査について（回答） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.21
(決)昭54. 7.25
(施)昭54. 7.25

学事文書課

6179 12 公文書館調査
公文書館等の設置運営及び公文書の公開状況調査
結果（供覧）

昭和５５年度 (起)昭55. 6.26 学事文書課
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6179 13 公文書館調査
「部外者から公文書の閲覧の申出があった場合の
取扱いについて」の調査結果の送付について（通
知）

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 7
埼玉県総務部文
書課長

6179 14 公文書館調査
各都道府県における公文書館の設置及び公文書の
公開状況について（照会）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.27
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 6. 2

学事文書課

6179 15 公文書館調査 保存管理文書の保管状況について（供覧） 昭和５５年度 (起)昭55. 6.13 学事文書課

6179 16 公文書館調査 保存管理文書の保管状況について（照会） 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 8
(決)昭55. 5.14
(施)昭55. 5.14

学事文書課

6179 17 公文書館調査 情報提供に関する改善措置等について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.28
(決)昭55. 6.28
(施)昭55. 6.28

学事文書課

6179 18 公文書館調査
部外者から公文書の閲覧の申出があった場合の取
扱いについて（回答）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.25
(決)昭55. 2.28
(施)昭55. 2.28

学事文書課

6179 19 公文書館調査
公文書館の設置及び公文書の公開について（回
答）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.17
(決)昭54. 7.25
(施)昭54. 7.25

学事文書課

6180 1 他府県公文書館概要 公文書館の管理運営状況について（依頼） 昭和５５年度 (起)昭55. 4.28 学事文書課

6181 1
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

県立文書館（仮称）の骨格概要（素案）

6181 2
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について 昭和５５年度 (起)昭55. 7. 7 学事文書課

6181 3
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 9
愛知県総務部文
書課長

6181 4
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.19
福島県文書学事
課長

6181 5
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.23
北海道総務部行
政資料課長

6181 6
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 5.12
千葉県総務部文
書課長

6181 7
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.20
秋田県行政管理
課長

6181 8
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
栃木県総務部文
書学事課長

6181 9
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.19
富山県総務部総
務課長

6181 10
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.14
神奈川県総務部
文書課長

6181 11
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
滋賀県総務部総
務課長

6181 12
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.21 兵庫県文書課長
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6181 13
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.12
青森県総務部文
書課長

6181 14
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
岩手県総務部学
事文書課長

6181 15
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.10
山形県総務部文
書学事課長

6181 16
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
茨城県総務部総
務課長

6181 17
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
新潟県総務部文
書学事課長

6181 18
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16
石川県総務部総
務課長

6181 19
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16
福井県総務部文
書学事課長

6181 20
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.13
山梨県総務部総
務課長

6181 21
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.25
長野県総務部文
書学事課長

6181 22
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.19
三重県総務部学
事文書課長

6181 23
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 9
大阪府総務部法
制文書課長

6181 24
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16 奈良県広報課長

6181 25
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
和歌山県総務学
事課長

6181 26
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.13
島根県総務部総
務課長

6181 27
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.23
鳥取県総務部広
報文書課長

6181 28
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.12
岡山県総務部文
書学事課長

6181 29
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.10
広島県総務部総
務課長

6181 30
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.11
香川県総務部学
事文書課長

6181 31
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.21
高知県文書学事
課長

6181 32
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.27
大分県総務部総
務課長

6181 33
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16
福岡県総務部総
務渉外課長
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6181 34
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
佐賀県総務部学
事課長

6181 35
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16
熊本県総務部文
書文教課長

6181 36
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16
宮崎県総務部総
務課長

6181 37
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16
鹿児島県総務部
学事文書課長

6181 38
公文書館等設置状況及び公文書の
公開状況調査

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
沖縄県総務部文
書学事課長

6182 1 公文書館調査資料　国立公文書館 公文書館調査資料　国立公文書館 昭和５５年度

6183 1
公文書館調査資料　京都府立総合
資料館

復命書（京都府立総合資料館及び岐阜県歴史資料
館視察）

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 9 学事文書課

6184 1
公文書館調査資料　群馬県立文書
館

復命書（群馬県教育委員会県史編纂室及び埼玉県
文書館視察）

昭和５５年度 (起)昭56. 1.  学事文書課

6185 1
公文書館調査資料　新潟県文書館
（仮称）

復命書（新潟県文書学事課及び東京都公文書館視
察）

昭和５５年度 (起)昭55.12.22 学事文書課

6186 1 公文書館調査資料　山口県文書館 復命書（山口県文書館視察） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.24 学事文書課

6186 2 公文書館調査資料　山口県文書館
公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.16
山口県総務部学
事文書課長

6187 1
公文書館調査資料　岐阜県歴史資
料館

復命書（京都府立総合資料館及び岐阜県歴史資料
館視察）

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 9 学事文書課

6187 2
公文書館調査資料　岐阜県歴史資
料館

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.  
岐阜県総務部総
務課長

6188 1
公文書館調査資料　東京都公文書
館

復命書（新潟県文書学事課及び東京都公文書館視
察）

昭和５５年度 (起)昭55.12.22 学事文書課

6188 2
公文書館調査資料　東京都公文書
館

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 5
東京都公文書館
長

6189 1
公文書館調査資料　埼玉県立文書
館

復命書（群馬県教育委員会県史編纂室及び埼玉県
文書館視察）

昭和５５年度 (起)昭56. 1.  学事文書課

6189 2
公文書館調査資料　埼玉県立文書
館

公文書館の設置及び公文書の公開状況について
（回答）

昭和５５年度 (収)昭55. 6.17
埼玉県総務部文
書課長

6189 3
公文書館調査資料　埼玉県立文書
館

復命書（文書管理状況調査） 昭和５５年度 (起)昭55. 5. 6 学事文書課

6190 1
公文書館調査資料　歴史資料保存
利用協議会

歴史資料保存利用機関連絡協議会総会及び研究会
の開催について

昭和５７年度 (収)昭57. 8.23
歴史資料保存利
用機関連絡協議
会

6190 2
公文書館調査資料　歴史資料保存
利用協議会

歴史資料保存利用機関連絡協議会総会及び研究会
の開催について

昭和５６年度 (収)昭56. 9. 1
歴史資料保存利
用機関連絡協議
会
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6190 3
公文書館調査資料　歴史資料保存
利用協議会

文書館等に関する調査について（回答） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.12
(決)昭56. 2.16
(施)昭56. 2.16

学事文書課

6190 4
公文書館調査資料　歴史資料保存
利用協議会

復命書（歴史資料保存利用協議会総会及び研究
会）

昭和５５年度 (起)昭55.11.22 学事文書課

6190 5
公文書館調査資料　歴史資料保存
利用協議会

歴史資料保存利用機関連絡協議会総会及び研究会
の出席者等について

昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.22
(施)昭55.10.22

学事文書課

6191 1
昭和53年度農業改良普及実績の概
要

昭和53年度農業改良普及実績の概要 昭和５３年度
東部農業改良普
及所

6191 2
昭和53年度農業改良普及実績の概
要

昭和53年度普及課題解決実績の概要 昭和５３年度
中部農業改良普
及所

6191 3
昭和53年度農業改良普及実績の概
要

昭和53年度農業改良普及実績の概要 昭和５３年度
中遠農業改良普
及所

6191 4
昭和53年度農業改良普及実績の概
要

昭和53年度農業改良普及実績の概要 昭和５３年度
西部農業改良普
及所

6192 1
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

農業改良普及実績の概要 昭和５５年度
賀茂農業改良普
及所

6192 2
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

昭和55年度展示ほ成績書 昭和５５年度
賀茂農業改良普
及所

6192 3
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

昭和55年度普及展示ほ成績書 昭和５５年度
東部農業改良普
及所

6192 4
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

昭和55年度農業改良普及実績の概要 昭和５５年度
東部農業改良普
及所

6192 5
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

昭和55年度農業改良普及実績の概要 昭和５５年度
東部農業改良普
及所御殿場支所

6192 6
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

昭和55年度農業改良普及実績書 昭和５５年度
中遠農業改良普
及所

6193 1 昭和51年静岡県議会会議録 昭和51年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５０年度 図書室

6193 2 昭和51年静岡県議会会議録 昭和51年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５１年度 図書室

6193 3 昭和51年静岡県議会会議録 昭和51年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５１年度 図書室

6193 4 昭和51年静岡県議会会議録 昭和51年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５１年度 図書室

6194 1 昭和52年静岡県議会会議録 昭和52年１月静岡県議会臨時会会議録 昭和５１年度 図書室

6194 2 昭和52年静岡県議会会議録 昭和52年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５１年度 図書室

6194 3 昭和52年静岡県議会会議録 昭和52年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５２年度 図書室

6194 4 昭和52年静岡県議会会議録 昭和52年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５２年度 図書室
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6194 5 昭和52年静岡県議会会議録 昭和52年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５２年度 図書室

6195 1 昭和53年静岡県議会会議録 昭和53年１月静岡県議会臨時会会議録 昭和５２年度 図書室

6195 2 昭和53年静岡県議会会議録 昭和53年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５２年度 図書室

6195 3 昭和53年静岡県議会会議録 昭和53年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５３年度 図書室

6195 4 昭和53年静岡県議会会議録 昭和53年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５３年度 図書室

6195 5 昭和53年静岡県議会会議録 昭和53年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５３年度 図書室

6196 1 昭和54年静岡県議会会議録 昭和54年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５３年度 図書室

6196 2 昭和54年静岡県議会会議録 昭和54年５月静岡県議会臨時会会議録 昭和５４年度 図書室

6196 3 昭和54年静岡県議会会議録 昭和54年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５４年度 図書室

6196 4 昭和54年静岡県議会会議録 昭和54年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５４年度 図書室

6196 5 昭和54年静岡県議会会議録 昭和54年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５４年度 図書室

6197 1
昭和55年静岡県議会会議録　No.
１

昭和55年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５４年度 図書室

6197 2
昭和55年静岡県議会会議録　No.
１

昭和55年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５５年度 図書室

6198 1
昭和55年静岡県議会会議録　No.
２

昭和55年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５５年度 図書室

6198 2
昭和55年静岡県議会会議録　No.
２

昭和55年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５５年度 図書室

6199 1 自治大学校研修　昭和52年～53年 自治大学校第１部研修生の研修結果について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.30
(決)昭54. 3.30
(施)昭54. 3.30

人事課

6199 2 自治大学校研修　昭和52年～53年 自治大学校会計専門課程第４期研修結果について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.27
(決)昭54. 3.28
(施)昭54. 3.28

人事課

6199 3 自治大学校研修　昭和52年～53年 自治大学校第１部卒業生の事後研修について 昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 5
(施)昭54. 1. 5

人事課

6199 4 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校会計専門課程第４期研修生の入校につ
いて

昭和５３年度
(起)昭54. 1.13
(決)昭54. 1.13
(施)昭54. 1.13

自治大学校

6199 5 自治大学校研修　昭和52年～53年 特別研修の実施について 昭和５３年度 (収)昭53.12.25 人事課

6199 6 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校会計専門課程第４期研修生の派遣決定
について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 5
(決)昭53.12. 6
(施)昭53.12. 6

人事課
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6199 7 自治大学校研修　昭和52年～53年 会計専門課程（第４期）研修生の推せんについて 昭和５３年度
(起)昭53.11.28
(決)昭53.11.28
(施)昭53.11.28

人事課

6199 8 自治大学校研修　昭和52年～53年 第１部50期研修生の研修結果について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 4 自治大学校

6199 9 自治大学校研修　昭和52年～53年 税務専門課程第40期研修生の研修結果について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 4 自治大学校

6199 10 自治大学校研修　昭和52年～53年 第１部51期研修生の入校について 昭和５３年度 (収)昭53. 9. 8 自治大学校

6199 11 自治大学校研修　昭和52年～53年
地方公共団体労務担当管理職員専門研修の受講に
ついて（通知）

昭和５３年度 (収)昭53. 9. 4 自治省行政局

6199 12 自治大学校研修　昭和52年～53年 実施見学について 昭和５３年度 自治大学校

6199 13 自治大学校研修　昭和52年～53年
地方公共団体労務担当管理職員専門研修会の開催
について

昭和５３年度 (収)昭53. 9. 4 自治省行政局

6199 14 自治大学校研修　昭和52年～53年 自治大学校第１部51期研修生の推せんについて 昭和５３年度
(起)昭53. 7.31
(決)昭53. 8. 1
(施)昭53. 8. 1

人事課

6199 15 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校第１部研修への推せんに伴う関係書類
の提出について（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.21
(決)昭53. 7.22
(施)昭53. 7.22

人事課

6199 16 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和53年度自治大学校第１期研修生の候補者の決
定について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.13
(決)昭53. 2.16
(施)昭53. 2.16

人事課

6199 17 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和53年度自治大学校第１部研修生候補者の推せ
んについて

昭和５２年度
(起)昭53. 1.21
(決)昭53. 1.30
(施)昭53. 1.30

人事課

6199 18 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校第３部第31期研修生の入校許可及び入
校自体の承認について

昭和５３年度 (起)昭53. 7.17 人事課

6199 19 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校税務専門課程（第40期）研修生の入校
許可について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.12
(決)昭53. 7.13
(施)昭53. 7.13

人事課

6199 20 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校税務専門課程（第40期）研修への職員
派遣について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 5
(決)昭53. 6. 8
(施)昭53. 6. 8

人事課

6199 21 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和53年度自治大学校税務専門課程（第40期）研
修への研修生の推せんについて（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.24
(決)昭53. 5.24
(施)昭53. 5.24

人事課

6199 22 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校第３部（課長相当職）研修への職員の
派遣について

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 6
(決)昭53. 7. 6
(施)昭53. 7. 6

人事課

6199 23 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校第３部（課長相当職）研修への職員の
派遣について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 1
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 5

人事課

6199 24 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和53年度自治大学校第３部（課長相当職）研修
への職員派遣について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.24
(決)昭53. 5.29
(施)昭53. 5.29

人事課

6199 25 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校公営企業専門課程（第20期病院事業関
係職員）研修生の派遣について

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3. 8
(施)昭53. 3. 8

人事課

6199 26 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校公営企業専門課程（第20期病院事業関
係職員）研修生の派遣について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.16
(決)昭53. 2.17
(施)昭53. 2.17

人事課

6199 27 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校公営企業専門課程第20期（病院事業関
係職員）研修結果について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.15
(決)昭53. 6.15
(施)昭53. 6.15

人事課
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6199 28 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校公営企業専門課程（病院事業関係職
員）研修生の入校許可について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.18
(決)昭53. 4.19
(施)昭53. 4.19

人事課

6199 29 自治大学校研修　昭和52年～53年
第15回都道府県部（局）長研修生の研修結果につ
いて

昭和５３年度 自治大学校

6199 30 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校第15回部（局）長研修への派遣につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 4.10
(決)昭53. 4.18
(施)昭53. 4.18

人事課

6199 31 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校第13回卒業生事後研修について（報
告）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 6
(決)昭53. 3. 6
(施)昭53. 3. 6

人事課

6199 32 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校第１部第49期研修生の研修結果につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 4.13
(決)昭53. 4.13
(施)昭53. 4.13

人事課

6199 33 自治大学校研修　昭和52年～53年 自治大学校会計専門課程第３期研修結果について 昭和５２年度 (起)昭53. 3.15 人事課

6199 34 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校第１部第50期研修生の入学許可につい
て

昭和５２年度
(起)昭53. 3.15
(決)昭53. 3.22
(施)昭53. 3.22

人事課

6199 35 自治大学校研修　昭和52年～53年 第13回卒業生事後研修について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.21
(決)昭53. 2.24
(施)昭53. 2.24

人事課

6199 36 自治大学校研修　昭和52年～53年 第１部（50期）研修生の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭53. 2.20
(決)昭53. 2.21
(施)昭53. 2.21

人事課

6199 37 自治大学校研修　昭和52年～53年 昭和53年度自治大学校研修計画大綱について 昭和５２年度 (収)昭53. 2. 8 自治大学校

6199 38 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校会計専門課程第３期研修生の入校につ
いて

昭和５２年度
(起)昭53. 1.30
(決)昭53. 1.30
(施)昭53. 1.30

人事課

6199 39 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校会計専門課程研修生への職員派遣につ
いて

昭和５２年度
(起)昭53. 1.25
(決)昭53. 1.25
(施)昭53. 1.25

人事課

6199 40 自治大学校研修　昭和52年～53年 特別研修の実施について（回答） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.25
(決)昭53. 1.25
(施)昭53. 1.27

人事課

6199 41 自治大学校研修　昭和52年～53年 第１部第48期研修生の研修結果について 昭和５２年度 (収)昭52.10.11 自治大学校

6199 42 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度地方公共団体労務担当管理職員専門研
修の修了者について（通知）

昭和５２年度 (収)昭52.10.11 自治省行政局

6199 43 自治大学校研修　昭和52年～53年 税務専門課程第39期研修結果について 昭和５２年度 (収)昭52.10.11 自治大学校

6199 44 自治大学校研修　昭和52年～53年 第３部第29期研修生の研修結果について 昭和５２年度 (収)昭52. 9. 8 自治大学校

6199 45 自治大学校研修　昭和52年～53年 自治大学校第１部第49期研修生の入校について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.10
(決)昭52. 9.12
(施)昭52. 9.12

人事課

6199 46 自治大学校研修　昭和52年～53年
地方公共団体労務担当管理職員専門研修の受講に
ついて（通知）

昭和５２年度 (収)昭52. 9.19 自治省行政局

6199 47 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度自治大学校第１部（49期）研修生の推
せんについて

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 2
(決)昭52. 8. 4
(施)昭52. 8. 4

人事課

6199 48 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度自治大学校第１部（49期）研修生の推
せんに係る書類の提出について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.18
(決)昭52. 7.18
(施)昭52. 7.18

人事課
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6199 49 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度自治大学校第１部研修生の決定及び推
薦について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.18
(決)昭52. 2.18
(施)昭52. 2.19

人事課

6199 50 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度自治大学校税務専門課程（第39期）研
修生の入校について

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 2
(決)昭52. 8. 3
(施)昭52. 8. 3

人事課

6199 51 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度自治大学校第３部（課長級）第29期研
修生の入校について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 5
(決)昭52. 7. 6
(施)昭52. 7. 6

人事課

6199 52 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度自治大学校税務専門課程（第39期）研
修への研修生の推薦について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.15
(決)昭52. 6.17
(施)昭52. 6.27

人事課

6199 53 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度自治大学校第３部（課長級）研修への
職員派遣について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.31
(決)昭52. 6. 4
(施)昭52. 6. 4

人事課

6199 54 自治大学校研修　昭和52年～53年
自治大学校税務専門課程（第39期）研修への研修
生の推薦について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.31
(決)昭52. 5.31
(施)昭52. 6. 1

人事課

6199 55 自治大学校研修　昭和52年～53年
昭和52年度自治大学校第14回部（局）長研修への
職員派遣について

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 4
(決)昭52. 5. 7
(施)昭52. 5. 7

人事課

6199 56 自治大学校研修　昭和52年～53年
第14回都道府県部（局）長研修生の研修結果につ
いて

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 7 自治大学校

6199 57 自治大学校研修　昭和52年～53年 第１部第47期研修生の研修結果について 昭和５２年度 (収)昭52. 4.11 自治大学校

6200 1 自治大学校研修　昭和54年度 会計専門課程（第５期）研修結果について 昭和５４年度 (収)昭55. 3.15 自治大学校

6200 2 自治大学校研修　昭和54年度 第15回卒業生事後研修について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.23
(決)昭55. 2.25
(施)昭55. 2.29

人事課

6200 3 自治大学校研修　昭和54年度 会計専門課程（第５期）研修生の入校について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.18
(決)昭55. 1.18
(施)昭55. 1.23

人事課

6200 4 自治大学校研修　昭和54年度 特別研修の実施について 昭和５４年度 (収)昭54.12.19 自治大学校

6200 5 自治大学校研修　昭和54年度
自治大学校会計専門課程（第５期）研修生の派遣
について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.12
(施)昭54.12.12

人事課

6200 6 自治大学校研修　昭和54年度
昭和54年度地方公共団体労務担当管理職員専門研
修の修了者について

昭和５４年度
(起)昭54.11. 6
(決)昭54.11. 9
(施)昭54.11. 9

人事課

6200 7 自治大学校研修　昭和54年度
地方公共団体労務担当管理職員専門研修の受講に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54.10. 2
(決)昭54.10. 2
(施)昭54.10. 2

人事課

6200 8 自治大学校研修　昭和54年度
第１部第52期研修生及び税務専門課程第41期研修
生の研修結果について

昭和５４年度
(起)昭54.10. 2
(決)昭54.10. 2
(施)昭54.10. 2

人事課

6200 9 自治大学校研修　昭和54年度 第３部第33期研修生の研修結果について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.27
(決)昭54. 9.27
(施)昭54. 9.27

人事課

6200 10 自治大学校研修　昭和54年度
地方公共団体労務担当管理職員専門研修会の開催
について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.17
(決)昭54. 9.18
(施)昭54. 9.18

人事課

6200 11 自治大学校研修　昭和54年度 第１部第53期研修生入校について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.10
(決)昭54. 9.11
(施)昭54. 9.11

人事課

6200 12 自治大学校研修　昭和54年度 研修専門課程第１期研修生の研修結果について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.10
(決)昭54. 8.10
(施)昭54. 8.10

人事課
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6200 13 自治大学校研修　昭和54年度 第１部第53期研修生の推せんについて 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 1
(決)昭54. 8. 2
(施)昭54. 8. 2

人事課

6200 14 自治大学校研修　昭和54年度 税務専門課程第41期研修生の入校について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.17
(決)昭54. 7.19
(施)昭54. 7.19

人事課

6200 15 自治大学校研修　昭和54年度 自治大学校第３部第33期研修生の入校について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 6
(決)昭54. 7. 6
(施)昭54. 7. 6

人事課

6200 16 自治大学校研修　昭和54年度 公営企業専門課程第21期研修結果について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.22
(決)昭54. 6.23
(施)昭54. 6.23

人事課

6200 17 自治大学校研修　昭和54年度
昭和54年度自治大学校税務専門課程（第41期）へ
の研修生の推せんについて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.15
(決)昭54. 6.18
(施)昭54. 6.18

人事課

6200 18 自治大学校研修　昭和54年度 第１部第40期卒業生卒後研修について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.15
(決)昭54. 6.15
(施)昭54. 6.18

人事課

6200 19 自治大学校研修　昭和54年度
昭和54年度自治大学校第３部（課長級）研修への
職員派遣について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.21
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 6. 1

人事課

6200 20 自治大学校研修　昭和54年度
自治大学校研修専門課程第１期研修生の入校につ
いて（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.12
(決)昭54. 6.12
(施)昭54. 6.13

人事課

6200 21 自治大学校研修　昭和54年度
自治大学校研修専門課程（第１期）研修生の派遣
決定について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.26
(決)昭54. 4.26
(施)昭54. 5. 8

人事課

6200 22 自治大学校研修　昭和54年度 第１部第32期卒業生卒後研修について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.26
(決)昭54. 4.26
(施)昭54. 5. 8

人事課

6200 23 自治大学校研修　昭和54年度
昭和54年度自治大学校第16回部（局）長研修への
職員派遣について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.17
(決)昭54. 4.17
(施)昭54. 4.18

人事課

6200 24 自治大学校研修　昭和54年度 公営企業専門課程第21期研修生の入校について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.12
(決)昭54. 4.12
(施)昭54. 4.12

人事課

6200 25 自治大学校研修　昭和54年度
自治大学校公営企業専門課程研修生の派遣決定に
ついて

昭和５３年度
(起)昭54. 3.30
(決)昭54. 3.30
(施)昭54. 3.31

人事課

6200 26 自治大学校研修　昭和54年度 自治大学校第１部研修生の入校について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.15
(決)昭54. 3.27
(施)昭54. 3.27

人事課

6200 27 自治大学校研修　昭和54年度
昭和54年度自治大学校第１部研修候補者の決定に
ついて

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 7
(決)昭54. 2. 7
(施)昭54. 2. 9

人事課

6200 28 自治大学校研修　昭和54年度
昭和54年度自治大学校第１部研修生候補者の推せ
んについて

昭和５３年度
(起)昭54. 1.22
(決)昭54. 1.22
(施)昭54. 1.22

人事課

6200 29 自治大学校研修　昭和54年度 昭和54年度自治大学校研修計画の大綱について 昭和５３年度 (収)昭54. 1.24 自治大学校

6201 1 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校第１部第60期研修生の入校について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.14

人事課

6201 2 自治大学校研修　昭和55～57年度
第18回自治大学校第１部課程卒業生の事後研修に
ついて

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2.18

人事課

6201 3 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校第１部研修生、自治大学校卒業生の事
後研修及び自治大学校特別研修生の推薦について

昭和５７年度 (起)昭58. 1.29 人事課

6201 4 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校第１部第58期及び税務専門課程第44期
研修生の研修結果について

昭和５７年度
(起)昭57.10.14
(決)昭57.10.15

人事課
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6201 5 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校第３部第39期研修生の研修結果につい
て

昭和５７年度 (起)昭57. 9.24 人事課

6201 6 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校公営企業専門課程（第24期）研修生の
推薦について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.18
(決)昭57. 9.20

人事課

6201 7 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校第１部第59期研修生の入校について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.14 人事課

6201 8 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校第１部第59期研修生の推薦について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.27
(決)昭57. 8.27

人事課

6201 9 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校税務専門課程第44期研修について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 5
(決)昭57. 8. 5

人事課

6201 10 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校第３部（課長級）第39期研修について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.31
(決)昭57. 7.31

人事課

6201 11 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和57年度自治大学校税務専門課程第44期の研修
生の推薦について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 6.28

人事課

6201 12 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和57年度自治大学校第３部（課長級）研修生の
推薦について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.22
(決)昭57. 6.23

人事課

6201 13 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校第19回都道府県及び指定都市部（局）
長研修の研修結果について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 9
(決)昭57. 6.14

人事課

6201 14 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和57年度自治大学校税務専門課程（第44期）の
研修生の推薦について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.11
(決)昭57. 6.14

人事課

6201 15 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校公営企業専門課程（第23期）研修生の
研修結果について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.12
(決)昭57. 5.18

人事課

6201 16 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和57年度自治大学校第19回都道府県及び指定都
市部（局）長研修への職員派遣について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 1
(決)昭57. 5. 4

人事課

6201 17 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校第１部第57期研修生の研修結果につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.21

人事課

6201 18 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校第１部第58期研修生の入校について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.13
(決)昭57. 3.19

人事課

6201 19 自治大学校研修　昭和55～57年度 第17回自治大学校卒業生の事後研修について 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 8 人事課

6201 20 自治大学校研修　昭和55～57年度 昭和57年度自治大学校第１部研修について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.17
(決)昭57. 2.19

人事課

6201 21 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和57年度自治大学校第１部研修生候補者の推薦
について（照会）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.27
(決)昭57. 1.28

人事課

6201 22 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校公営企業専門課程第23期研修生の入校
について

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 6 人事課

6201 23 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校公営企業専門課程（第23期）研修生の
推薦について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.20
(決)昭57. 1.25

人事課

6201 24 自治大学校研修　昭和55～57年度
各都道府県・指定都市研修所長会議の開催につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.12

人事課

6201 25 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校第１部第56期研修生の研修結果につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.10.13
(決)昭56.10.17

人事課
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6201 26 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校税務専門課程（第43期）の研修生の研
修結果について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.30
(決)昭56.10. 1

人事課

6201 27 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和56年度自治大学校公営企業専門課程第23期研
修（病院事業会計）の実施時期等の変更について

昭和５６年度 (収)昭56. 8.27 自治大学校

6201 28 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校第１部第57期研修生の研修生の入校に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 8
(決)昭56. 9.10

人事課

6201 29 自治大学校研修　昭和55～57年度 第３部第37期研修生の研修結果について 昭和５６年度 (収)昭56. 8.10 自治大学校

6201 30 自治大学校研修　昭和55～57年度 第１部第57期研修生の推薦について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 6
(決)昭56. 8. 7

人事課

6201 31 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校税務専門課程（第43期）の研修につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.29

人事課

6201 32 自治大学校研修　昭和55～57年度 研修専門課程（第３期）の研修について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.30
(決)昭56. 6.30

人事課

6201 33 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和56年度自治大学校税務専門課程（第43期）の
研修生の推薦について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.23
(決)昭56. 6.25

人事課

6201 34 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校第３部（課長級）第37期研修について 昭和５６年度 (起)昭56. 6.15 人事課

6201 35 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和56年度自治大学校税務専門課程（第43期）及
び研修専門課程（第３期）研修生の推薦について

昭和５６年度 (起)昭56. 6.11 人事課

6201 36 自治大学校研修　昭和55～57年度
第18回都道府県及び指定都市部（局）長研修生の
研修結果について

昭和５６年度 (収)昭56. 6. 5 自治大学校

6201 37 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和56年度自治大学校第３部（課長級）研修生の
推薦について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.25
(決)昭56. 5.26

人事課

6201 38 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和56年度自治大学校第18回都道府県及び指定都
市部（局）長研修生への職員派遣について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 4.28

人事課

6201 39 自治大学校研修　昭和55～57年度 第１部第56期研修生の研修結果について 昭和５６年度 (収)昭56. 4. 3 自治大学校

6201 40 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校第１部第56期研修について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.13
(決)昭56. 3.19
(施)昭56. 3.19

人事課

6201 41 自治大学校研修　昭和55～57年度 第16回自治大学校卒業生の事後研修について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 2.28
(施)昭56. 3. 2

人事課

6201 42 自治大学校研修　昭和55～57年度 昭和56年度自治大学校第１部研修について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.16
(決)昭56. 2.17

人事課

6201 43 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和56年度自治大学校第１部研修生候補者の推薦
について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.29
(決)昭56. 1.29
(施)昭56. 1.29

人事課

6201 44 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和56年度における自治大学校研修生の推薦につ
いて

昭和５５年度 (収)昭56. 1.23 自治大学校

6201 45 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和56年度における自治大学校特別研修生の推薦
について

昭和５５年度 (収)昭56. 1.23 自治大学校

6201 46 自治大学校研修　昭和55～57年度 第１部第54期研修生の研修結果について 昭和５５年度 (収)昭55.10.11 自治大学校
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6201 47 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校公営企業専門課程（第22期）研修生の
推薦について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.12

人事課

6201 48 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校税務専門課程第42期の研修生の研修結
果について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 3

人事課

6201 49 自治大学校研修　昭和55～57年度
自治大学校第３部第35期研修生の研修結果につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55. 9.25
(施)昭55. 9.25

人事課

6201 50 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校研修生の入校について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.16
(決)昭55. 9.16
(施)昭55. 9.16

人事課

6201 51 自治大学校研修　昭和55～57年度 第１部第55期研修生の推薦について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 1
(決)昭55. 8. 4
(施)昭55. 8. 4

人事課

6201 52 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校税務専門課程（第42期）研修について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.23
(決)昭55. 7.23
(施)昭55. 7.24

人事課

6201 53 自治大学校研修　昭和55～57年度 自治大学校第３部第35期研修生について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.15
(決)昭55. 7.16
(施)昭55. 7.16

人事課

6201 54 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和55年度自治大学校税務専門課程（第42期）の
研修生の推薦の変更について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.21
(決)昭55. 6.23
(施)昭55. 6.23

人事課

6201 55 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和55年度自治大学校税務専門課程（第42期）の
研修生の推薦について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 6
(決)昭55. 6.10
(施)昭55. 6.10

人事課

6201 56 自治大学校研修　昭和55～57年度
第17回都道府県部（局）長研修生の研修結果につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 6. 2 自治大学校

6201 57 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和55年度自治大学校第３部（課長級）研修生の
推薦について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.29
(決)昭55. 6. 2
(施)昭55. 6. 2

人事課

6201 58 自治大学校研修　昭和55～57年度 第１部第53期研修生の研修結果について 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 2 自治大学校

6201 59 自治大学校研修　昭和55～57年度 専門研修課程（第２期）の研修について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 7

人事課

6201 60 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和55年度自治大学校第17回部（局）長研修への
参加について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.22
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.22

人事課

6201 61 自治大学校研修　昭和55～57年度 第１部第54期研修生の入校について 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 2 自治大学校

6201 62 自治大学校研修　昭和55～57年度 昭和55年度自治大学校第１部研修について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.13
(決)昭55. 2.14
(施)昭55. 2.19

人事課

6201 63 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和55年度自治大学校第１部研修生候補者の推薦
について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.18
(決)昭55. 1.23
(施)昭55. 1.23

人事課

6201 64 自治大学校研修　昭和55～57年度
昭和55年度における自治大学校研修生の推薦につ
いて

昭和５４年度 (収)昭55. 2. 2 自治大学校

6201 65 自治大学校研修　昭和55～57年度 昭和55年度自治大学校研修計画大綱について 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 2 自治大学校

6202 1
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

公有財産（電話加入権）の所属替えについて（伺
い）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.23
(決)昭59. 1.27
(施)昭59. 1.27

学事文書課

6202 2
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

固定資産（普通財産）の使用許可について（通
知）

昭和５７年度 衛生部長
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6202 3
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

文書等収容用倉庫の借用について（申請） 昭和５７年度 河川課長

6202 4
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

昭和58年度鷹匠文庫の「土地使用許可申請書」の
提出について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3.12
(施)昭58. 3.12

学事文書課

6202 5
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

ガス税の課税、非課税割合の認定について 昭和５７年度 静岡市

6202 6
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

所属替引継書 昭和５７年度 総務部長

6202 7
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

所属替引継書 昭和５７年度 総務部長

6202 8
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

昭和57年度鷹匠文庫の土地使用許可申請書の提出
について（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 6
(施)昭57. 4. 7

学事文書課

6202 9
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

鷹匠文庫について 昭和５７年度 学事文書課

6202 10
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

排水処理装置設置工事について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.13 総務課

6202 11
旧衛生研究所（旧鷹匠文庫）排水
処理装置設置工事関係・財産関係

排水処理装置仕様書の供覧について 昭和４９年度 (起)昭49. 6.28 総務課

6203 1 南伊豆町地下水調査委託業務 南伊豆町地下水調査委託業務報告書 昭和５４年度
建設基礎調査設
計事務所

6204 1 長島ダム建設の歩み（第１集） 長島ダム建設の歩み（第１集） 昭和５３年度 長島ダム対策室

6205 1 長島ダム建設の歩み（第１集） 長島ダム建設の歩み（第１集） 昭和５３年度 長島ダム対策室

6206 1 電源立地環境調査 復命書（電源立地環境調査打合せ：本川根町） 昭和５４年度 (起)昭54. 9. 5 長島ダム対策室

6206 2 電源立地環境調査 復命書（大井川水系既得水利実態調査） 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 2 長島ダム対策室

6206 3 電源立地環境調査
復命書（名古屋通産局による寸又川発電水力資源
調査の下打ち合わせ）

昭和５３年度 (起)昭53. 9.22 長島ダム対策室

6207 1 県立自然公園関係 県立自然公園関係（区域図・事務必携） 昭和５３年度 長島ダム対策室

6208 1
自然環境保全調査（基礎調査）関
係

静岡県自然環境基本調査（淡水魚類調査）報告書
の印刷について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 7
(決)昭58. 2. 9
(施)昭58. 2. 9

自然保護課

6208 2
自然環境保全調査（基礎調査）関
係

自然環境保全調査について（回答） 昭和５１年度
(起)昭51. 8.21
(決)昭51. 8.21
(施)昭51. 8.21

自然保護課

6208 3
自然環境保全調査（基礎調査）関
係

自然環境保全調査報告書（すぐれた自然図）の送
付について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.19
(施)昭51. 6.22

自然保護課

6208 4
自然環境保全調査（基礎調査）関
係

受領書の送付について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 5
(決)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6. 9

自然保護課

6209 1 精神病院概要調査 精神病院概要調書 昭和５２年度 保健予防課
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6210 1 保健所事務指導
昭和54年度指定病院等の指導監査の実施状況報告
の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 3
(施)昭55. 4. 4

保健予防課

6210 2 保健所事務指導
昭和54年度国立浜松医大・県立病院養心荘・各指
定精神病院事務指導監査、保健所精神衛生関係事
務指導の結果について

昭和５４年度 (起)昭54. 9.26 保健予防課

6210 3 保健所事務指導
昭和54年度県立病院養心荘・各指定精神病院・各
保健所事務指導監査の実施について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 7
(決)昭54. 6.14
(施)昭54. 6.14

保健予防課

6211 1
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

昭和52年度事業推進打合せ会の開催について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.26
(決)昭52. 5.30
(施)昭52. 5.30

農業技術課

6211 2
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

社会教育放送セミナー提案者派遣について 昭和５２年度 (起)昭52. 6.24 農業技術課

6211 3
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

芝にかわる新しい作物の栽培について（回答） 昭和５２年度 (起)昭52. 6.29 農業技術課

6211 4
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

社会教育放送セミナー提案者と事例発表原稿につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 7
(決)昭52. 7. 7
(施)昭52. 7. 8

農業技術課

6211 5
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

展示ほ展示施設等の充実強化対策について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.28
(決)昭52. 7.11
(施)昭52. 7.12

農業技術課

6211 6
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

自立農家振興会員の意見・質問事項に対する回答
について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.30
(決)昭52. 8. 1
(施)昭52. 8. 1

農業技術課

6211 7
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

地域農政特別対策事業に関する要望について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.11 農業技術課

6211 8
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

県農協健康推進委員会（第１回）における部長挨
拶要旨について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.30
(決)昭52. 8.31
(施)昭52. 8.31

農業技術課

6211 9
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

農協技術員研修大会の挨拶要旨について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.12 農業技術課

6211 10
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

第３回静岡県農協健康会議における部課長挨拶に
ついて

昭和５２年度 (起)昭52.10.25 農業技術課

6211 11
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

静岡県農協営農指導審議会第２回委員会への資料
提出について

昭和５２年度 (起)昭52.10.31 農業技術課

6211 12
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

「普及所の概要」の改訂版作成に伴う資料の提出
にいて

昭和５２年度
(起)昭52.11.26
(決)昭52.11.26
(施)昭52.11.26

農業技術課

6211 13
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

農業経営士制度の見直しについて 昭和５２年度
(起)昭52.12.12
(決)昭52.12.12
(施)昭52.12.12

農業技術課

6211 14
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

農村婦人の社会活動についての資料について 昭和５２年度 (起)昭52.12.20 農業技術課

6211 15
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

普及活動実績のとりまとめについて 昭和５２年度 農業技術課

6211 16
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

関東農政局管内農産、普及主務課長会議への資料
提出について

昭和５２年度 (起)昭53. 2.13 農業技術課

6211 17
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

農業の中核的担い手の育成 昭和５２年度
(起)昭53. 2.14
(決)昭53. 2.14
(施)昭53. 2.14

農業技術課
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6211 18
昭和52年度普及事業運営に関する
提出資料

普及活動予算等に関する調査について 昭和５１年度
(起)昭51.10.26
(決)昭51.10.29
(施)昭51.10.29

農業技術課

6212 1
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

農業改良普及所の活動体制について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.27
(決)昭54. 3.31
(施)昭54. 3.31

農業技術課

6212 2
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

農業指導の官民一体の検討資料について 昭和５３年度 (起)昭54. 3.27 農業技術課

6212 3
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

改良普及員の濃密指導（派遣指導）について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 6
(決)昭54. 3. 9

農業技術課

6212 4
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

陳情に対する措置状況について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.17
(決)昭54. 2.21
(施)昭54. 2.21

農業技術課

6212 5
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

婦人問題懇親会「意見報告書」検討処理について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.17
(決)昭54. 2.20
(施)昭54. 2.20

農業技術課

6212 6
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

セイタカアワダチ草に係る処理状況について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.19
(決)昭54. 2.20
(施)昭54. 2.20

農業技術課

6212 7
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

資料の提出について 昭和５３年度 (起)昭54. 1.13 農業技術課

6212 8
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

「セイタカアワダチ草大撲滅作戦」記事に対する
コメントについて

昭和５３年度
(起)昭53.12.28
(決)昭53.12.28
(施)昭53.12.28

農業技術課

6212 9
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

セイタカアワダチ草の発生分布と防除対策につい
て

昭和５３年度
(起)昭53.12.15
(決)昭53.12.16
(施)昭53.12.16

農業技術課

6212 10
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

セイタカアワダチ草の分布状況について 昭和５３年度 (起)昭53.12. 1 農業技術課

6212 11
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

「生活指導面も重視を」の記事のコメントについ
て

昭和５３年度
(起)昭53.12.14
(決)昭53.12.15
(施)昭53.12.15

農業技術課

6212 12
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

生涯教育関連事業一覧 昭和５３年度 農業技術課

6212 13
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

「普及活動について」の資料提出について 昭和５３年度 (起)昭53. 8.16 農業技術課

6212 14
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

ヒヤリング補足資料について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.29

農業技術課

6212 15
昭和53年度普及事業運営に関する
提出資料

ヒヤリング補足資料の提出について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.16
(決)昭53. 3.16
(施)昭53. 3.17

農業技術課

6213 1
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

普及指導計画の樹立、実施及び評価について（改
正案）の送付について

昭和５４年度 (収)昭55. 1.21 関東農政局

6213 2
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

新聞報道（脱酸素剤使用の実験） 昭和５４年度 (起)昭55. 1.13 農業技術課

6213 3
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

集落に対する普及活動等に関する実態調査の実施
について

昭和５４年度
(起)昭54.12.27
(決)昭54.12.27
(施)昭54.12.27

農業技術課

6213 4
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

農業改良普及所に対する総合資金実態調査の実施
について

昭和５４年度
(起)昭54.12.24
(決)昭54.12.25
(施)昭54.12.25

農業技術課

6213 5
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

昭和54年度農業関係事業推進打合せ会の開催につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 5.21
(決)昭54. 5.24
(施)昭54. 5.24

農業技術課

62 ページ



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

6213 6
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

水田利用再編対応市町村担当普及員会議について 昭和５４年度
(起)昭54.12.17
(決)昭54.12.17
(施)昭54.12.17

農業技術課

6213 7
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

水田利用再編対応市町村担当普及員について 昭和５４年度 (起)昭54.12.15 農業技術課

6213 8
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

専技派遣依頼について 昭和５４年度 (収)昭54.11.13
西部農業改良普
及所

6213 9
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

第３回普及活動の強化に関する研究協議会の開催
について

昭和５４年度 (収)昭54.10. 8 関東農政局

6213 10
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

普及指導活動の強化に関する検討会資料について 昭和５４年度 (起)昭54.10. 4 農業技術課

6213 11
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

農林漁業改良普及事業の体制及び活動方針の改良
素案当について

昭和５４年度 農業技術課

6213 12
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

資金指導の強化推進について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.22
(決)昭54. 9.28
(施)昭54. 9.28

農業技術課

6213 13
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

協同農業普及事業の運営に関する打合せについて 昭和５４年度 (収)昭54. 9. 3 農林水産省

6213 14
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

普及事業の組織及び運営に関する調査について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.30 農業技術課

6213 15
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

自治省が実施する「地方行政改善調査」に関して
のお願い

昭和５４年度 (収)昭54. 7. 7
全国農業改良主
務課

6213 16
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

昭和54年度班長（リーダー）研修（前期）実施に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 6.29
(決)昭54. 7. 7
(施)昭54. 7. 7

農業技術課

6213 17
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

昭和54年度の通常総会の議事概要及び会費請求に
ついて

昭和５４年度 (収)昭54. 7. 5
全国農業改良主
務課

6213 18
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

青少年担当者普及員地方研修会開催について 昭和５４年度 (収)昭54. 7. 5
東部農業改良普
及所

6213 19
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

「遊休水田の利用法を開発」記事に対するコメン
トについて

昭和５４年度 (起)昭54. 6.11 農業技術課

6213 20
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

「農夫病の防止には古タイヤ利用の背伸ばし体操
で」記事に対するコメントについて

昭和５４年度 (起)昭54. 6. 9 農業技術課

6213 21
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

「麦への転作は有望」記事に対するコメントにつ
いて

昭和５４年度 (起)昭54. 5.26 農業技術課

6213 22
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

農業改良普及職員名簿の印刷について 昭和５４年度 (起)昭54. 5. 2 農業技術課

6213 23
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その１）

中部農業改良普及所本所の静岡安倍に係る班名変
更協議結果について

昭和５４年度 (起)昭54. 4. 4 農業技術課

6214 1
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その２）

農業改良普及関係に係る組織等の調査について 昭和５４年度 (収)昭55. 3.17 山口県

6214 2
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その２）

生改専門技術員の専門項目（被服・住居・家庭管
理）の設置理由について

昭和５４年度 (起)昭55. 3. 4 農業技術課

6214 3
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その２）

普及職員の定数削減について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.21 農業技術課
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6214 4
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その２）

普及職員の勤務の適正化について 昭和５４年度 (収)昭55. 1.21 関東農政局

6214 5
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その２）

総合資金実態調査結果票の送付について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.16
(決)昭55. 1.16
(施)昭55. 1.16

農業技術課

6214 6
昭和54年度普及事業運営に関する
提出資料（その２）

集落に対する普及活動等に関する実態調査結果票
の送付について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.16
(決)昭55. 1.24
(施)昭55. 1.24

農業技術課

6215 1 昭和51年度農業用水実態調査 地区別集計票（静岡県掛川地区） 昭和５１年度 農業技術課

6215 2 昭和51年度農業用水実態調査 地区別集計票（静岡県伊豆地区） 昭和５１年度 農業技術課

6215 3 昭和51年度農業用水実態調査 地区別集計票（静岡県袋井地区） 昭和５１年度 農業技術課

6216 1
昭和54年度公共育成牧場整備事業
出来高設計（天城放牧場）

公共育成牧場整備事業出来型設計書 昭和５４年度 畜産課

6217 1
昭和55年度公共育成牧場整備事業
出来高設計（観音山放牧場）

公共育成牧場整備事業出来型設計書 昭和５５年度 畜産課

6218 1
昭和55年度天城地区公共育成牧場
整備工事

竣工検査復命書 昭和５５年度 (起)昭56. 3.30 畜産課

6218 2
昭和55年度天城地区公共育成牧場
整備工事

昭和55年度天城地区公共育成牧場整備工事設計変
更指示について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.14
(決)昭56. 1.19

畜産課

6218 3
昭和55年度天城地区公共育成牧場
整備工事

昭和55年度天城地区公共育成牧場整備工事の設計
変更指示について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 5
(決)昭55.11. 5
(施)昭55.11. 5

畜産課

6218 4
昭和55年度天城地区公共育成牧場
整備工事

昭和55年度天城地区公共育成牧場整備工事に伴う
工事監督員任命について

昭和５５年度 (起)昭55.10.  畜産課

6218 5
昭和55年度天城地区公共育成牧場
整備工事

天城地区公共育成牧場整備工事の契約変更につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 2.24
(施)昭56. 2.24

畜産課

6218 6
昭和55年度天城地区公共育成牧場
整備工事

昭和55年度天城地区公共育成牧場整備事業の入札
執行について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 1
(決)昭55.10. 1
(施)昭55.10. 1

畜産課

6219 1 昭和54年発生施設災害
昭和54年発生林地荒廃防止施設災害復旧事業の工
事費について

昭和５４年度 (収)昭55. 1.21 林野庁

6219 2 昭和54年発生施設災害
昭和54年発生林地荒廃防止施設災害復旧事業の工
事費について

昭和５４年度 (収)昭54. 8. 9 林野庁

6219 3 昭和54年発生施設災害 復命書（治山施設災害復旧事業費査定立会） 昭和５４年度 (起)昭54. 7.21 治山課

6219 4 昭和54年発生施設災害 復命書（林地荒廃防止施設災害査定立会） 昭和５４年度 (起)昭54. 7.21 治山課

6219 5 昭和54年発生施設災害 復命書（林地荒廃防止施設災害査定立会） 昭和５４年度 (起)昭54.12. 1 治山課

6220 1 昭和54年～56年発生災害 ８月22日～23日台風24号被害箇所表 昭和５５年度 治山課

6220 2 昭和54年～56年発生災害 昭和56年６月19日～20日大雨被害 昭和５６年度 治山課
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6220 3 昭和54年～56年発生災害 昭和55年発生　治山関係災害集計表 昭和５６年度 治山課

6220 4 昭和54年～56年発生災害 台風20号による林地被害対策について 昭和５６年度 治山課

6221 1 昭和53年発生災害
昭和53年発生に係る新規荒廃復旧計画書総括表作
成について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 1
(決)昭53.12. 4
(施)昭53.12. 4

治山課

6222 1 昭和54年発生災害
昭和54年発生新規荒廃地復旧計画書年間総括表の
提出について

昭和５４年度
(起)昭54.12.18
(決)昭54.12.19
(施)昭54.12.19

治山課

6223 1 昭和55年発生災害
昭和55年発生に係る新規荒廃地復旧計画書の総括
表の提出について

昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭55.12.22
(施)昭55.12.24

治山課

6224 1 安倍峠関係 安倍峠関係資料 治山課

6225 1
林道安倍峠植生調査委託業務報告
書

林道安倍峠線植生調査委託業務報告書（昭和53年
９月）

昭和５３年度 静岡市林政課

6225 2
林道安倍峠植生調査委託業務報告
書

林道安倍峠線植生調査委託業務別冊写真集 昭和５３年度 静岡市林政課

6226 1 定置統計
静岡県定置網魚場別月別漁獲統計表関係（昭和58
年度分）

昭和５８年度
静岡県定置漁業
協会

6226 2 定置統計
静岡県定置網魚場別月別漁獲統計表関係（昭和57
年度分）

昭和５７年度
静岡県定置漁業
協会

6226 3 定置統計
静岡県定置網魚場別月別漁獲統計表関係（昭和56
年度分）

昭和５６年度
静岡県定置漁業
協会

6226 4 定置統計 昭和56年度通常総会議案書 昭和５６年度
静岡県定置漁業
協会

6226 5 定置統計
静岡県定置網魚場別月別漁獲統計表関係（昭和55
年度分）

昭和５５年度
静岡県定置漁業
協会

6226 6 定置統計 定置漁業経営者会議の結果について 昭和５５年度 (収)昭55. 9.30
静岡県定置漁業
協会

6226 7 定置統計 財団法人静岡県定置漁業協会事業報告について 昭和５５年度 (起)昭55. 5. 8
静岡県定置漁業
協会

6226 8 定置統計 復命書（通常総会） 昭和５５年度 (起)昭55. 4.30 水産課

6227 1 昭和54年度土地区画整理公告綴
静岡市戸斗前の換地処分：藤枝市第３大谷川の換
地処分

昭和５４年度 計画課

6227 2 昭和54年度土地区画整理公告綴 静清広域都市計画高松の定款、事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 3 昭和54年度土地区画整理公告綴
浜松市上島の理事：静岡市寺田鎌田の定款変更、
事業計画変更

昭和５４年度 計画課

6227 4 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市牧ヶ谷の定款変更、事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 5 昭和54年度土地区画整理公告綴 沼津市北小林の換地処分：清水市北矢部の理事等 昭和５４年度 計画課
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6227 6 昭和54年度土地区画整理公告綴
静清広域都市計画高松の定款、事業計画変更：湖
西市東笠子組合設立

昭和５４年度 計画課

6227 7 昭和54年度土地区画整理公告綴 静清土地区画整理事業計画変更決定 昭和５４年度 計画課

6227 8 昭和54年度土地区画整理公告綴
沼津市北小林の事業変画変更：浜松市南平の換地
処分

昭和５４年度 計画課

6227 9 昭和54年度土地区画整理公告綴
東伊豆町白田の理事等：清水市北矢部の設立認
可：藤枝市第３大谷川の事業計画変更

昭和５４年度 計画課

6227 10 昭和54年度土地区画整理公告綴
浜松市上島東の設立認可：浜松市早出西の設立認
可

昭和５４年度 計画課

6227 11 昭和54年度土地区画整理公告綴 東遠地区潮海寺の理事等 昭和５４年度 計画課

6227 12 昭和54年度土地区画整理公告綴 浜松市南平の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 13 昭和54年度土地区画整理公告綴 相良町地頭方の換地処分 昭和５４年度 計画課

6227 14 昭和54年度土地区画整理公告綴 東新田の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 15 昭和54年度土地区画整理公告綴 静清土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧 昭和５４年度 計画課

6227 16 昭和54年度土地区画整理公告綴 森町第２の換地処分 昭和５４年度 計画課

6227 17 昭和54年度土地区画整理公告綴 富士宮市外神東の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 18 昭和54年度土地区画整理公告綴 富士市浜田の換地処分 昭和５４年度 計画課

6227 19 昭和54年度土地区画整理公告綴
湖西市尻枝の理事等：島田市道悦島の事業計画変
更

昭和５４年度 計画課

6227 20 昭和54年度土地区画整理公告綴
湖西市大畑の解散認可：静岡市小鹿の共同施行の
認可

昭和５４年度 計画課

6227 21 昭和54年度土地区画整理公告綴 森町第２の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 22 昭和54年度土地区画整理公告綴 湖西市尻枝の設立認可 昭和５４年度 計画課

6227 23 昭和54年度土地区画整理公告綴 志太地区石津の定款、事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 24 昭和54年度土地区画整理公告綴
静岡市戸斗前の定款、事業計画変更：伊東市郷戸
の解散認可：相良町地頭方の定款、事業計画変更

昭和５４年度 計画課

6227 25 昭和54年度土地区画整理公告綴 東伊豆町白田の設立認可 昭和５４年度 計画課

6227 26 昭和54年度土地区画整理公告綴
島田市旭町の解散：志太地区石津の理事の変更：
袋井市川井の換地処分

昭和５４年度 計画課
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6227 27 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市川合の換地処分：金谷町三代島の理事等 昭和５４年度 計画課

6227 28 昭和54年度土地区画整理公告綴 富士宮市野中東の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 29 昭和54年度土地区画整理公告綴 西遠地区子安の定款、事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 30 昭和54年度土地区画整理公告綴 伊東市吉田の換地処分 昭和５４年度 計画課

6227 31 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市牧ヶ谷の理事等：静岡市向敷地の理事等 昭和５４年度 計画課

6227 32 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市川合の定款、事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 33 昭和54年度土地区画整理公告綴
湖西市小名川の換地処分：袋井市広岡の事業計画
変更

昭和５４年度 計画課

6227 34 昭和54年度土地区画整理公告綴 袋井市川井の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 35 昭和54年度土地区画整理公告綴 金谷町三代島の設立認可 昭和５４年度 計画課

6227 36 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市南安倍の換地処分 昭和５４年度 計画課

6227 37 昭和54年度土地区画整理公告綴
蒲原町上原の事業計画変更：静岡市向敷地及び
牧ヶ谷の設立認可：志太地区堀之内の解散

昭和５４年度 計画課

6227 38 昭和54年度土地区画整理公告綴 浜松市大蒲の理事、定款及び事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 39 昭和54年度土地区画整理公告綴 伊東市吉田の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 40 昭和54年度土地区画整理公告綴 焼津市小川第２の理事等：島田市道悦島の理事等 昭和５４年度 計画課

6227 41 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市高松の定款及び事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 42 昭和54年度土地区画整理公告綴 浜松市南平の定款及び事業計画変更、理事等 昭和５４年度 計画課

6227 43 昭和54年度土地区画整理公告綴
静岡市南安倍の定款、事業計画変更：相良町地頭
方の事業計画変更

昭和５４年度 計画課

6227 44 昭和54年度土地区画整理公告綴 志太地区小川第１の定款及び事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 45 昭和54年度土地区画整理公告綴 伊東市本郷の解散認可 昭和５４年度 計画課

6227 46 昭和54年度土地区画整理公告綴 清水市八坂町の解散認可 昭和５４年度 計画課
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6227 47 昭和54年度土地区画整理公告綴
志太地区小川第２の設立認可：静岡市東新田の理
事等：東遠地区潮海寺の定款、事業計画変更：菊
川町島崎の理事等

昭和５４年度 計画課

6227 48 昭和54年度土地区画整理公告綴 湖西市小名川の定款及び事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 49 昭和54年度土地区画整理公告綴 磐南地区今之浦の役員氏名等 昭和５４年度 計画課

6227 50 昭和54年度土地区画整理公告綴
伊東市郷戸の換地処分：浜松市佐鳴湖東岸の解散
認可

昭和５４年度 計画課

6227 51 昭和54年度土地区画整理公告綴 藤枝市第３大谷川の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 52 昭和54年度土地区画整理公告綴 富士市浜田の事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 53 昭和54年度土地区画整理公告綴 沼津市今沢北理事等氏名 昭和５４年度 計画課

6227 54 昭和54年度土地区画整理公告綴 掛川市谷の口の定款及び事業計画変更 昭和５４年度 計画課

6227 55 昭和54年度土地区画整理公告綴
菊川町島崎の設立認可：菊川町仲島の事業計画変
更：三島市加茂の解散認可

昭和５４年度 計画課

6227 56 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市戸斗前の定款及び事業計画変更 昭和５３年度 計画課

6227 57 昭和54年度土地区画整理公告綴
沼津市今沢北の設立認可：静岡市下川原東の事業
計画の変更

昭和５３年度 計画課

6227 58 昭和54年度土地区画整理公告綴 掛川市掛川駅南の事業計画の変更 昭和５３年度 計画課

6227 59 昭和54年度土地区画整理公告綴
沼津市香貫地区事業計画の変更認可：志太地区堀
之内の換地処分：湖西市大畑の換地処分

昭和５３年度 計画課

6227 60 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市池田の換地処分 昭和５３年度 計画課

6227 61 昭和54年度土地区画整理公告綴 三島市若松の共同施行の終了認可 昭和５３年度 計画課

6227 62 昭和54年度土地区画整理公告綴 掛川市山麓の解散の認可 昭和５３年度 計画課

6227 63 昭和54年度土地区画整理公告綴 伊東市郷戸の事業計画変更 昭和５３年度 計画課

6227 64 昭和54年度土地区画整理公告綴 浜松市弥生ヶ丘の解散 昭和５３年度 計画課

6227 65 昭和54年度土地区画整理公告綴 清水市天王台石川の理事等 昭和５３年度 計画課

6227 66 昭和54年度土地区画整理公告綴
島田市旭町の換地処分：志太地区堀之内の事業計
画変更

昭和５３年度 計画課
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6227 67 昭和54年度土地区画整理公告綴
藤枝市鬼島の解散認可：湖西市大畑の事業計画変
更：富士宮市外神東の理事等氏名

昭和５３年度 計画課

6227 68 昭和54年度土地区画整理公告綴
土地区画整理組合の事業計画変更：土地区画整理
組合の換地処分

昭和５３年度 計画課

6227 69 昭和54年度土地区画整理公告綴 伊東市物見ヶ丘の解散認可 昭和５３年度 計画課

6227 70 昭和54年度土地区画整理公告綴
藤枝市瀬古の事業計画変更：清水市天王石川の事
業計画変更

昭和５３年度 計画課

6227 71 昭和54年度土地区画整理公告綴 富士宮市外神東の設立認可 昭和５３年度 計画課

6227 72 昭和54年度土地区画整理公告綴
島田市旭町の事業計画変更：焼津市大・大村の理
事氏名等

昭和５３年度 計画課

6227 73 昭和54年度土地区画整理公告綴 三島市加茂の事業計画変更 昭和５３年度 計画課

6227 74 昭和54年度土地区画整理公告綴 富士宮市野中東の事業計画変更 昭和５３年度 計画課

6227 75 昭和54年度土地区画整理公告綴 清水市八坂町の事業計画変更 昭和５３年度 計画課

6227 76 昭和54年度土地区画整理公告綴 焼津市大村の設立認可 昭和５３年度 計画課

6227 77 昭和54年度土地区画整理公告綴 袋井市広岡の理事の氏名等 昭和５３年度 計画課

6227 78 昭和54年度土地区画整理公告綴 浜松市権現谷の解散 昭和５３年度 計画課

6227 79 昭和54年度土地区画整理公告綴 湖西市河原南古見の事業計画変更 昭和５３年度 計画課

6227 80 昭和54年度土地区画整理公告綴
西遠地区早出の定款、事業計画の変更：浜松市上
島の解散

昭和５３年度 計画課

6227 81 昭和54年度土地区画整理公告綴
志太地区藤枝の選挙人名簿の確定、審議会の選挙
すべき委員及び予備員の数

昭和５３年度 計画課

6227 82 昭和54年度土地区画整理公告綴
志太地区藤枝の審議会の立候補者：審議会の委員
選挙

昭和５３年度 計画課

6227 83 昭和54年度土地区画整理公告綴 伊東市本郷の換地処分 昭和５３年度 計画課

6227 84 昭和54年度土地区画整理公告綴 中遠地区袋井市広岡の組合設立 昭和５３年度 計画課

6227 85 昭和54年度土地区画整理公告綴 浜松市佐鳴湖東岸の定款および事業計画変更 昭和５３年度 計画課

6227 86 昭和54年度土地区画整理公告綴 西遠地区早出の理事の氏名等 昭和５３年度 計画課

6227 87 昭和54年度土地区画整理公告綴 富士市富士駅周辺の事業計画の変更認可 昭和５３年度 計画課
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6227 88 昭和54年度土地区画整理公告綴
藤枝市鬼島の換地処分：伊東市郷戸の事業計画の
変更

昭和５３年度 計画課

6227 89 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市古庄の解散 昭和５３年度 計画課

6227 90 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市古庄北の事業計画の変更 昭和５３年度 計画課

6227 91 昭和54年度土地区画整理公告綴 志太地区藤枝の委員の選挙期日 昭和５３年度 計画課

6227 92 昭和54年度土地区画整理公告綴
浜松市袖紫ヶ森の解散認可：焼津市焼津駅南北の
換地計画の変更に伴う換地処分

昭和５３年度 計画課

6227 93 昭和54年度土地区画整理公告綴
浜松市大蒲の定款、事業計画変更：藤枝市堀之内
の定款、事業計画変更：大須賀町西大淵の理事等

昭和５３年度 計画課

6227 94 昭和54年度土地区画整理公告綴 静岡市下川原の解散 昭和５３年度 計画課

6227 95 昭和54年度土地区画整理公告綴
静岡市寺田鎌田の理事の氏名等：静岡市南安倍の
定款、事業計画の変更

昭和５３年度 計画課

6227 96 昭和54年度土地区画整理公告綴
三島市加茂の事業計画の変更：藤枝市鬼島の事業
計画変更

昭和５３年度 計画課

6227 97 昭和54年度土地区画整理公告綴 沼津市間門工区の換地処分の届出 昭和５３年度 計画課

6227 98 昭和54年度土地区画整理公告綴 沼津市原西添の解散認可 昭和５３年度 計画課

6227 99 昭和54年度土地区画整理公告綴
静岡市寺田鎌田の定款、事業計画変更：湖西市大
畑の理事の氏名等

昭和５３年度 計画課

6227 100 昭和54年度土地区画整理公告綴

沼津市間門工区の換地処分：湖西市小名川の定款
及び事業計画変更：大須賀町西大淵の設立認可：
掛川市山麓の定款及び事業計画の変更：静岡市池
田の定款及び事業計画の変更

昭和５３年度 計画課

6227 101 昭和54年度土地区画整理公告綴
河津町河津浜の事業計画の変更：静岡市上川原の
解散認可：静岡市下川原の解散認可

昭和５３年度 計画課

6227 102 昭和54年度土地区画整理公告綴 三島市加茂の理事の氏名等 昭和５３年度 計画課

6227 103 昭和54年度土地区画整理公告綴
浜松市権現谷の換地処分：伊東市本郷の事業計画
変更

昭和５３年度 計画課

6227 104 昭和54年度土地区画整理公告綴 清水市八坂町の定款、事業計画変更 昭和５３年度 計画課

6227 105 昭和54年度土地区画整理公告綴
湖西市大畑の設立認可：御前崎町下御前崎の解
散：富士市浜田の事業計画変更：袋井市川井の事
業計画変更

昭和５３年度 計画課

6227 106 昭和54年度土地区画整理公告綴 清水市天王石川の定款、事業計画変更 昭和５３年度 計画課
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6228 1 昭和55年度土地区画整理公告綴
西浜名地区谷土の設立認可：静岡市古庄北の換地
処分：静岡市下川原光陽の換地処分：修善寺町駅
北の定款、事業計画の変更

昭和５５年度 計画課

6228 2 昭和55年度土地区画整理公告綴 東遠地区塩海寺の定款及び事業計画変更 昭和５５年度 計画課

6228 3 昭和55年度土地区画整理公告綴
湖西市新所原の事業計画変更：静岡市寺田鎌田の
定款、事業計画変更：静岡市古庄北の事業計画変
更

昭和５５年度 計画課

6228 4 昭和55年度土地区画整理公告綴 静岡市下川原光陽の事業計画変更 昭和５５年度 計画課

6228 5 昭和55年度土地区画整理公告綴 大須賀町西大渕の換地処分 昭和５５年度 計画課

6228 6 昭和55年度土地区画整理公告綴 富士市島田の理事の氏名等 昭和５５年度 計画課

6228 7 昭和55年度土地区画整理公告綴 金谷町川原の換地処分 昭和５５年度 計画課

6228 8 昭和55年度土地区画整理公告綴 大須賀町大渕の事業計画変更 昭和５５年度 計画課

6228 9 昭和55年度土地区画整理公告綴
富士市浜田の解散：富士宮市大岩峰台の事業計画
変更

昭和５５年度 計画課

6228 10 昭和55年度土地区画整理公告綴 静岡市昭府町の理事の氏名等 昭和５５年度 計画課

6228 11 昭和55年度土地区画整理公告綴 金谷町川向の事業計画の変更 昭和５５年度 計画課

6228 12 昭和55年度土地区画整理公告綴 西遠地区早出の換地処分 昭和５５年度 計画課

6228 13 昭和55年度土地区画整理公告綴 大須賀町大渕の事業計画変更 昭和５５年度 計画課

6228 14 昭和55年度土地区画整理公告綴 富士市島田の設立認可 昭和５５年度 計画課

6228 15 昭和55年度土地区画整理公告綴 浜松市大蒲の換地処分 昭和５５年度 計画課

6228 16 昭和55年度土地区画整理公告綴
袋井市堀越の理事氏名等：袋井市広岡第２の理事
の氏名等

昭和５５年度 計画課

6228 17 昭和55年度土地区画整理公告綴
磐南地区二之宮東の理事の氏名等：焼津市大、大
村の換地処分

昭和５５年度 計画課

6228 18 昭和55年度土地区画整理公告綴
静岡市昭府町の設立認可：静岡市戸斗前の解散：
西遠地区早出の事業計画変更

昭和５５年度 計画課

6228 19 昭和55年度土地区画整理公告綴 竜洋町中島の設立認可 昭和５５年度 計画課

6228 20 昭和55年度土地区画整理公告綴 静岡市上川原共同施行の換地処分 昭和５５年度 計画課
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6228 21 昭和55年度土地区画整理公告綴
静岡市高宮の定款及び事業計画変更：静岡市上川
原共同施行事業計画の変更

昭和５５年度 計画課

6228 22 昭和55年度土地区画整理公告綴
磐南地区二之宮東の設立認可：森町第三の理事の
氏名等：中遠地区袋井市広岡第二の設立認可

昭和５５年度 計画課

6228 23 昭和55年度土地区画整理公告綴
焼津市大村の定款及び事業計画の変更：金谷町三
代島の事業計画の変更

昭和５５年度 計画課

6228 24 昭和55年度土地区画整理公告綴 袋井市掘越の設立認可 昭和５５年度 計画課

6228 25 昭和55年度土地区画整理公告綴
藤枝市瀬古の換地処分：潮海寺の換地処分：静岡
市川合の解散：静岡市南安倍の解散

昭和５５年度 計画課

6228 26 昭和55年度土地区画整理公告綴
西遠地区子安の理事の氏名等：森町第三の設立認
可

昭和５５年度 計画課

6228 27 昭和55年度土地区画整理公告綴 富士宮市野中東の換地処分 昭和５５年度 計画課

6228 28 昭和55年度土地区画整理公告綴
三島市竹倉の理事の氏名等：静岡市下川原東の換
地処分

昭和５５年度 計画課

6228 29 昭和55年度土地区画整理公告綴
掛川市掛川駅南の理事の氏名等：藤枝市瀬古の定
款及び事業計画の変更：潮海寺の定款及び事業計
画の変更

昭和５５年度 計画課

6228 30 昭和55年度土地区画整理公告綴 修善寺町駅北の事業計画変更 昭和５５年度 計画課

6228 31 昭和55年度土地区画整理公告綴 富士宮市外神東の役員の変更 昭和５５年度 計画課

6228 32 昭和55年度土地区画整理公告綴 富士宮市野中東の事業計画変更 昭和５５年度 計画課

6228 33 昭和55年度土地区画整理公告綴 志太地区石津の換地処分の届出 昭和５５年度 計画課

6228 34 昭和55年度土地区画整理公告綴 藤枝市第三大谷川の解散認可 昭和５５年度 計画課

6228 35 昭和55年度土地区画整理公告綴
三島市竹倉の設立認可：藤枝市築地の理事の氏名
等

昭和５５年度 計画課

6228 36 昭和55年度土地区画整理公告綴 湖西市河原南古見の換地処分 昭和５５年度 計画課

6228 37 昭和55年度土地区画整理公告綴 森町第２の解散認可 昭和５５年度 計画課

6228 38 昭和55年度土地区画整理公告綴 焼津市焼津駅南北の換地処分 昭和５５年度 計画課

6228 39 昭和55年度土地区画整理公告綴 焼津市小川第１の解散 昭和５５年度 計画課

6228 40 昭和55年度土地区画整理公告綴 静岡市広野東の事業計画変更 昭和５５年度 計画課
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6228 41 昭和55年度土地区画整理公告綴 大須賀町西大渕の理事の氏名等 昭和５５年度 計画課

6228 42 昭和55年度土地区画整理公告綴 湖西市河原南古見の定款変更 昭和５５年度 計画課

6228 43 昭和55年度土地区画整理公告綴
静岡市下川原東の事業計画変更：静岡市小鹿共同
施行の換地処分

昭和５５年度 計画課

6228 44 昭和55年度土地区画整理公告綴 藤枝市築地上設立認可 昭和５５年度 計画課

6228 45 昭和55年度土地区画整理公告綴
掛川市谷の口の換地処分：湖西市小名川の解散認
可

昭和５５年度 計画課

6228 46 昭和55年度土地区画整理公告綴
湖西市尻枝の理事の氏名等：沼津市北小林の解散
認可：金谷町川向の理事の氏名等

昭和５５年度 計画課

6228 47 昭和55年度土地区画整理公告綴 伊東市吉田の解散認可 昭和５５年度 計画課

6228 48 昭和55年度土地区画整理公告綴 沼津市今沢北の事業計画変更 昭和５５年度 計画課

6228 49 昭和55年度土地区画整理公告綴
湖西市尻枝の理事の氏名等：沼津市北小林の解散
認可：金谷町川向の理事の氏名等

昭和５５年度 計画課

6228 50 昭和55年度土地区画整理公告綴
焼津市石津の定款及び事業計画変更：沼津市河津
浜の事業計画変更

昭和５５年度 計画課

6228 51 昭和55年度土地区画整理公告綴 湖西市新所原の定款及び事業計画変更 昭和５５年度 計画課

6228 52 昭和55年度土地区画整理公告綴 掛川市谷の口の換地処分 昭和５５年度 計画課

6228 53 昭和55年度土地区画整理公告綴 袋井市川井の解散認可 昭和５５年度 計画課

6228 54 昭和55年度土地区画整理公告綴 富士宮市外神東の役員の氏名等 昭和５５年度 計画課

6228 55 昭和55年度土地区画整理公告綴 静岡市高松の換地処分：金谷町川向の設立認可 昭和５５年度 計画課

6228 56 昭和55年度土地区画整理公告綴

焼津市焼津駅南北の事業計画変更：静岡市下川原
光陽の事業計画変更：静岡市下川原東の定款及び
事業計画変更：相良町地頭方の解散：湖西市河原
南古見の事業計画変更

昭和５５年度 計画課

6229 1
風致地区内行為許可申請書　多賀
中学校

風致地区内行為について（許可） 昭和５５年度
(起)昭55.12.25
(決)昭55.12.27
(施)昭55.12.27

都市整備課

6230 1
風致地区内行為許可申請書　社会
福祉会館

風致地区内行為について（応諾） 昭和５５年度
(起)昭55.12.25
(決)昭55.12.27
(施)昭55.12.27

都市整備課

6231 1
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

静岡行政監察局の行政指導に対する回答について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.21
(決)昭56. 7.21
(施)昭56. 7.21

住宅企画課

6231 2
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度がけ地近接危険住宅移転事業完了実績
報告書の提出について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.27
(決)昭55. 3.28
(施)昭55. 3.28

住宅企画課
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6231 3
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度「がけ地近接危険住宅移転事業」都道
府県別実施計画について（第４回）

昭和５４年度 (収)昭55. 3.24 建設省

6231 4
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和55年度がけ地近接危険住宅移転事業の予算額
等について

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 9
(決)昭55. 1.10
(施)昭55. 1.10

住宅企画課

6231 5
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

現地指導について 昭和５４年度 (収)昭54.12. 6 住宅企画課

6231 6
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度がけ地近接危険住宅移転事業の補助金
所要額調について

昭和５４年度
(起)昭54.11. 1
(決)昭54.11.12
(施)昭54.11.12

住宅企画課

6231 7
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

がけ地近接危険住宅移転事業の視察について 昭和５４年度
(起)昭54.10.26
(決)昭54.11. 1
(施)昭54.11. 1

住宅企画課

6231 8
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和55年度がけ地近接危険住宅移転事業の実施計
画いて

昭和５４年度
(起)昭54.10.13
(決)昭54.10.15
(施)昭54.10.15

住宅企画課

6231 9
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度がけ地近接危険住宅移転事業の補助金
所要額調について

昭和５４年度
(起)昭54.10.13
(決)昭54.10.15
(施)昭54.10.15

住宅企画課

6231 10
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度がけ地近接危険住宅移転事業配分につ
いて（第２回）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.18
(決)昭54. 9.20
(施)昭54. 9.20

住宅企画課

6231 11
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

地震防災対策強化地域関係県建築防災担当者連絡
会議の開催について

昭和５４年度 (収)昭54. 8.13 建設省

6231 12
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度がけ地近接危険住宅移転事業パンフ
レットの送付について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.10
(決)昭54. 8.14
(施)昭54. 8.14

住宅企画課

6231 13
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度「がけ地近接危険住宅移転事業必携及
び参考資料」の送付について

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 4
(決)昭54. 7. 4
(施)昭54. 7. 4

住宅企画課

6231 14
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和53年度がけ地近接危険住宅移転事業額の確定
状況報告書について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.25
(決)昭54. 6.25
(施)昭54. 6.25

住宅企画課

6231 15
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度「がけ地近接危険住宅移転事業必携及
び参考資料」の購入について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.21
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.21

住宅企画課

6231 16
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度がけ地近接危険住宅移転事業費補助金
交付要綱について

昭和５４年度 (収)昭54. 5.15 建設省

6231 17
がけ地近接等危険住宅移転事業関
係綴

昭和54年度がけ地近接危険住宅移転事業配分につ
いて（第１回）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.23
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

住宅企画課

6232 1 海外調査資料 1979年海外市場調査報告書 昭和５３年度 商工課

6232 2 海外調査資料 台湾経済調査報告書 昭和５２年度
静岡県台湾経済
調査団

6232 3 海外調査資料 海外市場調査報告書'78 昭和５２年度 商工課

6232 4 海外調査資料 静岡県貿易事情調査報告書 昭和４９年度 商工課

6233 1 北米市場調査
北米市場調査（繊維、木製品雑貨産業）のための
職員の派遣について

昭和５３年度 (起)昭53.10.18 繊維雑貨課

6234 1 地下水位年表　昭和51年 地下水位年表　第３回　昭和51年 昭和５２年度 建設省河川局
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6235 1 地下水位年表　昭和52年 地下水位年表　第４回　昭和52年 昭和５３年度 建設省河川局

6236 1
雨量・水位年表 昭和51年～昭和
55年

雨量・水位年表　昭和51年 昭和５２年度 静岡県土木部

6236 2
雨量・水位年表 昭和51年～昭和
55年

雨量・水位年表　昭和52年 昭和５３年度 静岡県土木部

6236 3
雨量・水位年表 昭和51年～昭和
55年

雨量・水位年表　昭和53年 昭和５４年度 静岡県土木部

6236 4
雨量・水位年表 昭和51年～昭和
55年

雨量・水位年表　昭和54年 昭和５５年度 静岡県土木部

6236 5
雨量・水位年表 昭和51年～昭和
55年

雨量・水位年表　昭和55年 昭和５６年度 静岡県土木部

6237 1 雨量年表　昭和51年 雨量年表　第24回　昭和51年 昭和５２年度 建設省河川局

6238 1 雨量年表　昭和52年 雨量年表　第25回　昭和52年 昭和５３年度 建設省河川局

6239 1 雨量年表　昭和53年 雨量年表　第26回　昭和53年 昭和５４年度 建設省河川局

6240 1 雨量年表　昭和54年 雨量年表　第27回　昭和54年 昭和５５年度 建設省河川局

6241 1 雨量年表　昭和55年 雨量年表　第28回　昭和55年 昭和５６年度 建設省河川局

6242 1 昭和51年度銃猟禁止区域 銃猟禁止区域の設定について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.25
(施)昭51.10.29

自然保護課

6243 1
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区の存続期間の更新について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.24
(決)昭52. 3.24
(施)昭52. 3.30

自然保護課

6243 2
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

湖西市大知波銃猟禁止区域の廃止について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.25
(施)昭51.10.29

自然保護課

6243 3
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

県設鳥獣保護区の区域変更（縮小）及び存続期間
更新について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.25
(施)昭51.10.29

自然保護課

6243 4
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

県設鳥獣保護区の設定について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.25
(施)昭51.10.29

自然保護課

6243 5
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区設定承認申請について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 9
(決)昭51. 9.10
(施)昭51. 9.11

自然保護課

6243 6
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区の区域変更（拡大）に関する公聴会の
開催について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 8
(決)昭51. 7.13
(施)昭51. 7.20

自然保護課

6243 7
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 2
(決)昭51. 7. 7
(施)昭51. 7.13

自然保護課

6243 8
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 5
(決)昭51. 7. 7
(施)昭51. 7.13

自然保護課

6243 9
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

湖西市大知波鳥獣保護区の設定について（協議） 昭和５１年度
(起)昭51. 4.21
(決)昭51. 4.22
(施)昭51. 4.22

自然保護課
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6243 10
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

湖西市大知波鳥獣保護区の設定について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.30
(決)昭51. 7. 1
(施)昭51. 7. 1

自然保護課

6243 11
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

県設鳥獣保護区の設定について（協議） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.16
(決)昭51. 6.23
(施)昭51. 6.29

自然保護課

6243 12
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.18
(決)昭51. 6.28
(施)昭51. 6.30

自然保護課

6243 13
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

富士山魔オスイタチ捕獲禁止区域の変更について
（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10.22
(決)昭51.10.25
(施)昭51.10.29

自然保護課

6243 14
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

富士山魔オスイタチ捕獲禁止区域の変更承認申請
について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 9
(決)昭51. 9.10
(施)昭51. 9.11

自然保護課

6243 15
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

富士山魔オスイタチ捕獲禁止区域の変更（拡大）
について（協議）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.22
(決)昭51. 6.28
(施)昭51. 6.28

自然保護課

6243 16
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

富士山魔オスイタチ捕獲禁止区域の変更（拡大）
に関する公聴会の開催について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.21
(決)昭51. 6.29
(施)昭51. 7. 6

自然保護課

6243 17
昭和51年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

富士山魔オスイタチ捕獲禁止区域設定について
（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 8
(決)昭51. 9. 8
(施)昭51. 9. 8

自然保護課

6244 1
昭和52年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区の存続期間の更新について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 6
(決)昭53. 1. 9
(施)昭53. 1.19

自然保護課

6244 2
昭和52年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区の存続期間の更新について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52.10.21
(決)昭52.10.28
(施)昭52.10.29

自然保護課

6244 3
昭和52年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

県設鳥獣保護区の設定について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52.10.21
(決)昭52.10.28
(施)昭52.10.29

自然保護課

6244 4
昭和52年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区設定承認申請について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 8.30
(決)昭52. 9. 1
(施)昭52. 9. 1

自然保護課

6244 5
昭和52年度鳥獣保護区捕獲禁止関
係

鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催について
（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.20
(決)昭52. 7.26
(施)昭52. 7.26

自然保護課

6245 1 休猟区設定関係 休猟区の設定告示について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55.10.16
(決)昭55.10.16

自然保護課

6246 1 鳥獣保護区設定関係綴 鳥獣保護区の設定告示について 昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.16

自然保護課

6246 2 鳥獣保護区設定関係綴
昭和55年度鳥獣保護区設定の届出について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55. 9.24
(施)昭55.10. 6

自然保護課

6246 3 鳥獣保護区設定関係綴 小笠山鳥獣保護区の設定について（協議） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.23
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.31

自然保護課

6246 4 鳥獣保護区設定関係綴 公聴会議長の指名について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.17
(決)昭55. 7.29
(施)昭55. 7.29

自然保護課

6246 5 鳥獣保護区設定関係綴 切手（返信用）申込について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.20
(決)昭55. 7.20

自然保護課

6246 6 鳥獣保護区設定関係綴
小笠山鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.16
(決)昭55. 7.19
(施)昭55. 7.29

自然保護課

6246 7 鳥獣保護区設定関係綴 天城鳥獣保護区の設定について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.15
(決)昭55. 7.15
(施)昭55. 7.17

自然保護課
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6246 8 鳥獣保護区設定関係綴 切手（返信用）申込について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.15
(決)昭55. 7.15
(施)昭55. 7.15

自然保護課

6246 9 鳥獣保護区設定関係綴
朝霧高原南鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開
催について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.10
(決)昭55. 7.15
(施)昭55. 7.15

自然保護課

6246 10 鳥獣保護区設定関係綴 切手（返信用）申込について 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 8
(決)昭55. 7. 8
(施)昭55. 7. 8

自然保護課

6246 11 鳥獣保護区設定関係綴
鹿ヶ谷鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 4
(施)昭55. 7. 5

自然保護課

6246 12 鳥獣保護区設定関係綴
姫の沢鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開催に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 4
(施)昭55. 7. 5

自然保護課

6246 13 鳥獣保護区設定関係綴
「県民と知事と話し合う会」における陳情に対す
る回答について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.22
(決)昭55. 8.25
(施)昭55. 8.25

自然保護課

6247 1 鳥獣保護区期間更新綴
細江公園山鳥獣保護区の期間更新について（協
議）

昭和５５年度
(起)昭55.10.24
(決)昭55.10.24
(施)昭55.10.24

自然保護課

6247 2 鳥獣保護区期間更新綴
鳥獣保護区の存続期間の更新告示について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 6
(決)昭55.10. 8
(施)昭55.10. 8

自然保護課

6248 1 銃猟禁止区域設定関係 銃猟禁止区域の設定告示について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 6
(施)昭55.10. 6

自然保護課

6249 1 狩猟鳥獣の捕獲禁止 狩猟鳥獣の捕獲禁止について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.22
(決)昭54. 9.28
(施)昭54. 9.28

自然保護課

6250 1 第４次鳥獣保護事業計画　No.１
大規模生息地の鳥獣保護区設定等計画樹立のため
の協議について（回答）

昭和５２年度 (収)昭52. 4. 6 環境庁

6250 2 第４次鳥獣保護事業計画　No.１ 大規模生息地の保護区取扱について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.13
(決)昭52. 1.14
(施)昭52. 1.14

自然保護課

6250 3 第４次鳥獣保護事業計画　No.１ 第４次鳥獣保護事業計画の基準等について 昭和５１年度
(起)昭51.10.15
(決)昭51.10.18
(施)昭51.10.20

自然保護課

6250 4 第４次鳥獣保護事業計画　No.１
第４次鳥獣保護事業計画の基準説明会の開催につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 7.27
環境庁自然保護
局長

6251 1 第４次鳥獣保護事業計画　No.２ 第４次鳥獣保護事業計画の基準について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.16
(決)昭51. 7.16
(施)昭51. 7.16

自然保護課

6251 2 第４次鳥獣保護事業計画　No.２
第４次鳥獣保護事業計画の基準（案）の送付につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 2
(決)昭51. 7. 2
(施)昭51. 7. 5

自然保護課

6251 3 第４次鳥獣保護事業計画　No.２
国有地における鳥獣保護区の設定及び既設鳥獣保
護区の変更計画について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.16
(決)昭52. 5.16
(施)昭52. 5.16

自然保護課

6251 4 第４次鳥獣保護事業計画　No.２
国有地における鳥獣保護区の設定及び既設鳥獣保
護区の変更計画について

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 7
(決)昭52. 5. 9
(施)昭52. 5. 9

自然保護課

6251 5 第４次鳥獣保護事業計画　No.２
国有地における鳥獣保護区の設定及び既設鳥獣保
護区の変更計画について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.23
(決)昭52. 3. 2
(施)昭52. 3. 2

自然保護課

6251 6 第４次鳥獣保護事業計画　No.２ 第４次鳥獣保護事業計画書の送付について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.21
(決)昭52. 4.21
(施)昭52. 4.21

自然保護課

6251 7 第４次鳥獣保護事業計画　No.２ 第４次鳥獣保護事業計画について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.17
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.30

自然保護課
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6252 1 第４次鳥獣保護事業計画　No.３
昭和56年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.15
(施)昭56. 5.15

自然保護課

6252 2 第４次鳥獣保護事業計画　No.３
都道府県設鳥獣保護区現況表の作成について（回
答）

昭和５５年度
(起)昭55.12.25
(決)昭55.12.25
(施)昭55.12.26

自然保護課

6252 3 第４次鳥獣保護事業計画　No.３
昭和55年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.14
(決)昭55. 4.15
(施)昭55. 4.21

自然保護課

6252 4 第４次鳥獣保護事業計画　No.３
第４次鳥獣保護事業計画の基準の改訂に伴う国設
鳥獣保護区の取扱について

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 9
(決)昭55. 1. 9
(施)昭55. 1.10

自然保護課

6252 5 第４次鳥獣保護事業計画　No.３ 第４次鳥獣保護事業計画の変更について 昭和５４年度
(起)昭54.12.24
(決)昭54.12.26
(施)昭54.12.27

自然保護課

6252 6 第４次鳥獣保護事業計画　No.３ 鳥獣保護区等台帳（写）の送付について 昭和５４年度
(起)昭54.11.27
(決)昭54.11.30
(施)昭54.12. 3

自然保護課

6252 7 第４次鳥獣保護事業計画　No.３ 鳥獣保護区等台帳の作成について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 5
(決)昭54. 9. 6
(施)昭54. 9.13

自然保護課

6252 8 第４次鳥獣保護事業計画　No.３ 鳥獣保護区の存続期間更新の事務取扱について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 5
(決)昭54. 9. 6
(施)昭54. 9.13

自然保護課

6252 9 第４次鳥獣保護事業計画　No.３ 昭和53年度鳥獣保護区設定計画策定調査 昭和５４年度 環境庁

6252 10 第４次鳥獣保護事業計画　No.３
昭和54年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.29
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 6. 1

自然保護課

6252 11 第４次鳥獣保護事業計画　No.３
昭和53年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.26

自然保護課

6252 12 第４次鳥獣保護事業計画　No.３ 狩猟者に対するアンケート調査の実施について 昭和５２年度
(起)昭52.12. 8
(決)昭52.12. 9
(施)昭52.12. 9

自然保護課

6252 13 第４次鳥獣保護事業計画　No.３ 狩猟者に対するアンケート調査の実施について 昭和５２年度
(起)昭52.10.25
(決)昭52.10.26
(施)昭52.10.26

自然保護課

6252 14 第４次鳥獣保護事業計画　No.３ 全国鳥獣保護区現況表作成資料等の提出について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.20
(決)昭52. 7.22
(施)昭52. 7.23

自然保護課

6252 15 第４次鳥獣保護事業計画　No.３
昭和52年度鳥獣保護区等の設定、期間更新、区域
拡大について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 7
(決)昭52. 5. 9
(施)昭52. 5. 9

自然保護課

6253 1 昭和52年度保健文化賞綴 第29回保健文化賞 団体の部　小笠町に決定 昭和５２年度 (起)昭52. 9.22 医務課

6253 2 昭和52年度保健文化賞綴 第29回保健文化賞の決定について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.29
(決)昭52. 8.29
(施)昭52. 8.29

医務課

6253 3 昭和52年度保健文化賞綴 第29回保健文化賞候補者の推薦について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.16
(決)昭52. 6.18
(施)昭52. 6.20

医務課

6253 4 昭和52年度保健文化賞綴 第29回保健文化賞候補者の推薦依頼について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.21
(決)昭52. 4.26
(施)昭52. 4.26

医務課

6253 5 昭和52年度保健文化賞綴
（団体の部）第29回保健文化賞候補者調書の各種
資料

昭和５２年度 医務課

6254 1 昭和53年度保健文化賞綴 第30回保健文化賞候補者の推薦について 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 6
(決)昭53. 6.16
(施)昭53. 6.16

医務課
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6254 2 昭和53年度保健文化賞綴 第30回保健文化賞候補者の推薦依頼について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.21
(決)昭53. 4.25
(施)昭53. 4.25

医務課

6255 1 昭和52年度医療功労賞 第６回医療功労賞候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52.10.26
(決)昭52.10.26
(施)昭52.10.27

医務課

6255 2 昭和52年度医療功労賞
第６回医療功労賞候補者の推せんについて（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 6
(決)昭52. 7. 9
(施)昭52. 7.11

医務課

6255 3 昭和52年度医療功労賞 医療功労賞の担当部課名等について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.10
(決)昭52. 5.10
(施)昭52. 5.19

医務課

6256 1 昭和53年度医療功労賞 第７回医療功労賞候補者の推せんについて 昭和５３年度
(起)昭53.10.27
(決)昭53.10.30
(施)昭53.10.30

医務課

6256 2 昭和53年度医療功労賞
第７回医療功労賞候補者の推せんについて（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.19
(決)昭53. 7.25
(施)昭53. 7.25

医務課

6257 1 昭和51年度各種表彰関係 公衆衛生事業功労者の表彰について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.14
(決)昭52. 3.14
(施)昭52. 3.14

医務課

6257 2 昭和51年度各種表彰関係 公衆衛生事業功労者候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 2.15
(施)昭52. 2.15

医務課

6257 3 昭和51年度各種表彰関係
昭和52年度青少年善行表彰候補者の推せんについ
て

昭和５１年度
(起)昭52. 2.28
(決)昭52. 3. 1
(施)昭52. 3. 1

医務課

6257 4 昭和51年度各種表彰関係
昭和52年度青少年善行表彰候補者の推せんについ
て

昭和５１年度
(起)昭52. 2.12
(決)昭52. 2.12
(施)昭52. 2.12

医務課

6257 5 昭和51年度各種表彰関係 斉藤奨励賞金授賞候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭52. 1.19
(決)昭52. 1.20
(施)昭52. 1.20

医務課

6257 6 昭和51年度各種表彰関係 斉藤奨励賞金授賞候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.11.29
(決)昭51.11.29
(施)昭51.11.29

医務課

6257 7 昭和51年度各種表彰関係 社会功労賞受賞通知 昭和５１年度 (収)昭51.11.22 静岡新聞社

6257 8 昭和51年度各種表彰関係
静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞衛生
賞」候補者の推せんについて

昭和５１年度
(起)昭51.10.19
(決)昭51.10.21
(施)昭51.10.21

医務課

6257 9 昭和51年度各種表彰関係
静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞」候補
者の推せんについて

昭和５１年度
(起)昭51. 9.16
(決)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.16

医務課

6257 10 昭和51年度各種表彰関係
「テレビ静岡社会功労賞」被表彰者の推せんにつ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 9.21
(決)昭51. 9.21
(施)昭51. 9.21

医務課

6257 11 昭和51年度各種表彰関係
テレビ静岡社会功労賞等の候補者推せんについて
（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 6
(決)昭51. 7. 8
(施)昭51. 7. 8

医務課

6257 12 昭和51年度各種表彰関係 医学研究助成金候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51. 7. 1
(決)昭51. 7. 1
(施)昭51. 7. 1

医務課

6257 13 昭和51年度各種表彰関係 医学研究助成金候補者の推せんについて（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 7
(決)昭51. 5.10
(施)昭51. 5.10

医務課

6257 14 昭和51年度各種表彰関係
昭和51年度（第24回）中日社会功労賞候補者の推
せんについて

昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.14
(施)昭51. 6.16

医務課

6258 1 昭和52年度各種表彰関係 昭和53年度青少年善行表彰候補者の推薦について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.20
(決)昭53. 2.20
(施)昭53. 2.20

医務課
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6258 2 昭和52年度各種表彰関係
第13回小島三郎記念技術賞候補者の推せんについ
て（依頼）

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 1
(決)昭53. 2. 2
(施)昭53. 2. 2

医務課

6258 3 昭和52年度各種表彰関係 斉藤奨励金受賞候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭53. 1.24
(決)昭53. 1.26
(施)昭53. 1.27

医務課

6258 4 昭和52年度各種表彰関係 公衆衛生事業功労者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3. 7
(施)昭53. 3. 7

医務課

6258 5 昭和52年度各種表彰関係 斉藤奨励金受賞候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52.11.11
(決)昭52.11.16
(施)昭52.11.16

医務課

6258 6 昭和52年度各種表彰関係
静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞」候補
者の推せんについて

昭和５２年度
(起)昭52. 9.22
(決)昭52. 9.26
(施)昭52. 9.27

医務課

6258 7 昭和52年度各種表彰関係
静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞衛生
賞」候補者の推せんについて

昭和５２年度
(起)昭52.10.13
(決)昭52.10.14
(施)昭52.10.20

医務課

6258 8 昭和52年度各種表彰関係
静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞衛生
賞」候補者の推せんについて

昭和５２年度
(起)昭52.11.15
(決)昭52.11.15
(施)昭52.11.15

医務課

6258 9 昭和52年度各種表彰関係 昭和53年度善行表彰候補者の推薦について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.27
(決)昭52. 7.27
(施)昭52. 7.27

医務課

6258 10 昭和52年度各種表彰関係 地方自治30周年記念自治大臣表彰について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.19
(決)昭52. 7.21
(施)昭52. 7.21

医務課

6258 11 昭和52年度各種表彰関係 地方自治30周年記念自治大臣表彰について 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 3
(決)昭52. 8. 6
(施)昭52. 8. 6

医務課

6258 12 昭和52年度各種表彰関係 地方自治30周年記念自治大臣表彰決定について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.20
(決)昭52. 9.20
(施)昭52. 9.20

医務課

6258 13 昭和52年度各種表彰関係
第13回小島三郎記念文化賞候補者の推せんについ
て（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 7.19
(決)昭52. 7.19
(施)昭52. 7.19

医務課

6258 14 昭和52年度各種表彰関係
昭和52年度中日社会功労賞候補者の推せんについ
て

昭和５２年度
(起)昭52. 5.30
(決)昭52. 5.31
(施)昭52. 5.31

医務課

6258 15 昭和52年度各種表彰関係
昭和52年度中日社会功労賞候補者の推せんについ
て

昭和５２年度
(起)昭52. 5.20
(決)昭52. 5.23
(施)昭52. 5.23

医務課

6258 16 昭和52年度各種表彰関係 医学研究助成金候補者の推せんについて（依頼） 昭和５２年度 (起)昭52. 4.26 医務課

6258 17 昭和52年度各種表彰関係
診療放射線業務功労者の厚生大臣表彰受賞候補者
の推せんについて

昭和５２年度
(起)昭52. 4.25
(決)昭52. 4.27
(施)昭52. 4.27

医務課

6258 18 昭和52年度各種表彰関係
診療放射線業務功労者の厚生大臣表彰受賞候補者
の推せんについて（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 6
(決)昭52. 4. 7
(施)昭52. 4. 7

医務課

6259 1 昭和53年度各種表彰綴
昭和54年度青少年善行表彰候補者の推せんについ
て

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 8
(決)昭54. 2.10
(施)昭54. 2.10

医務課

6259 2 昭和53年度各種表彰綴 斉藤奨励金受賞候補者の推せんについて 昭和５３年度 (起)昭53.11.14 医務課

6259 3 昭和53年度各種表彰綴
衛生教育業務功労者の推せん及び第12回衛生教育
奨励賞の募集について

昭和５３年度 (起)昭53.11. 8 医務課

6259 4 昭和53年度各種表彰綴 テレビ静岡社会功労賞の候補者の推せんについて 昭和５３年度 (起)昭53.10. 4 医務課
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6259 5 昭和53年度各種表彰綴
静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞」候補者
の推せんについて

昭和５３年度
(起)昭53. 8.25
(決)昭53. 8.25
(施)昭53. 8.25

医務課

6259 6 昭和53年度各種表彰綴
静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送「社会功労賞」候補者
の推せんについて

昭和５３年度 (起)昭53. 7.19 医務課

6259 7 昭和53年度各種表彰綴
第14回小島三郎記念文化賞候補者の推せんについ
て

昭和５３年度
(起)昭53. 7.19
(決)昭53. 7.25
(施)昭53. 7.25

医務課

6259 8 昭和53年度各種表彰綴 昭和53年度善行表彰候補者の推せんについて 昭和５３年度 (起)昭53. 7.11 医務課

6259 9 昭和53年度各種表彰綴
昭和53年度（第26回）中日社会功労賞候補者推せ
んについて

昭和５３年度 (起)昭53. 5.10 医務課

6259 10 昭和53年度各種表彰綴 医療功労者の担当部課名等の提出について 昭和５３年度 (起)昭53. 5.10 医務課

6259 11 昭和53年度各種表彰綴 医学研究助成金候補者の推せんについて（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.21
(決)昭53. 4.25
(施)昭53. 4.25

医務課

6260 1 昭和56年春の叙勲関係綴
昭和56年春の叙勲及び褒章候補者の推せんについ
て

昭和５５年度 (起)昭55. 8.30 医務課

6260 2 昭和56年春の叙勲関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.21 医務課

6260 3 昭和56年春の叙勲関係綴 昭和56年春の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.16 医務課

6260 4 昭和56年春の叙勲関係綴 昭和56年春の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.21 医務課

6261 1 昭和56年秋の叙勲関係綴 昭和56年秋の叙勲及び賜杯について 昭和５６年度 (収)昭56.10.27 厚生省

6261 2 昭和56年秋の叙勲関係綴
昭和56年秋の叙勲及び褒章候補者の推せんについ
て

昭和５５年度 (起)昭56. 2.21 医務課

6261 3 昭和56年秋の叙勲関係綴
昭和56年秋の叙勲候補者の推せん及び戸籍抄本及
び刑罰等調書の作成について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.12
(決)昭56. 2.12
(施)昭56. 2.12

医務課

6261 4 昭和56年秋の叙勲関係綴 昭和56年秋の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.30
(決)昭56. 1.31
(施)昭56. 1.31

医務課

6261 5 昭和56年秋の叙勲関係綴 昭和56年秋の叙勲及び褒章候補者の選考について 昭和５５年度 (起)昭55.12.25 医務課

6262 1 昭和56年春の褒章関係綴 昭和56年春の褒章の内示について 昭和５５年度 (収)昭56. 3. 6 知事公室長

6262 2 昭和56年春の褒章関係綴
昭和56年春の褒章候補者の推せんについて（決
定）

昭和５５年度 (収)昭55. 8.21 秘書課

6263 1 昭和56年秋の褒章関係綴 昭和56年秋の褒章受賞者名簿の送付について 昭和５６年度 (収)昭56.10.20 知事公室長

6264 1
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和52年春の叙勲について 昭和５２年度 (収)昭52. 4.28 秘書課

6264 2
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和52年春の叙勲内示について 昭和５２年度 (収)昭52. 4. 5 秘書課
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6264 3
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和52年春の叙勲内示について 昭和５２年度 (収)昭52. 4. 5 医務課

6264 4
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

高齢者叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭52. 3. 1
(決)昭52. 3. 1
(施)昭52. 3. 1

医務課

6264 5
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭52. 2.18
(決)昭52. 2.18
(施)昭52. 2.18

医務課

6264 6
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

高齢者叙勲について 昭和５１年度 (収)昭52. 2.18 生活環境部

6264 7
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

高齢者叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.12.13
(決)昭51.12.13
(施)昭51.12.13

医務課

6264 8
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

戸籍抄本及び身分調書の作成について 昭和５１年度
(起)昭51.12.11
(決)昭51.12.11
(施)昭51.12.11

医務課

6264 9
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和52年春の叙勲候補者について 昭和５１年度 秘書課

6264 10
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和52年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.11.29
(決)昭51.11.29
(施)昭51.11.29

医務課

6264 11
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51.11.17
(決)昭51.11.18
(施)昭51.11.18

医務課

6264 12
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

身分証明書の作成について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51.11.13
(決)昭51.11.15
(施)昭51.11.15

医務課

6264 13
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和52年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.11.11
(決)昭51.11.11
(施)昭51.11.11

医務課

6264 14
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和52年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11. 4
(施)昭51.11. 4

医務課

6264 15
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和52年春の叙勲候補者の選考について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 9
(決)昭51.10. 9
(施)昭51.10. 9

医務課

6264 16
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和51年秋の叙勲について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51.10.26 生活環境部

6264 17
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和51年秋の叙勲について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51.10.27 生活環境部

6264 18
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和51年秋の叙勲内示について 昭和５１年度 (収)昭51.10. 1 秘書課

6264 19
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和51年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 7
(決)昭51. 6. 7
(施)昭51. 6. 7

医務課

6264 20
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51. 5.21
(決)昭51. 5.21
(施)昭51. 5.21

医務課

6264 21
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和51年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51. 5.10
(決)昭51. 5.10
(施)昭51. 5.10

医務課

6264 22
昭和51年秋・昭和52年春叙勲関係
綴

昭和51年秋の叙勲候補者の推せんについて（うか
がい）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

医務課

6265 1 昭和52年秋叙勲関係綴 昭和52年度秋の叙勲の伝達について 昭和５２年度 (収)昭52.10.31 秘書課
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6265 2 昭和52年秋叙勲関係綴 昭和52年度秋の叙勲受賞者について 昭和５２年度 (収)昭52.10.26 秘書課

6265 3 昭和52年秋叙勲関係綴 昭和52年度秋の叙勲内定者の調査について 昭和５２年度 (収)昭52.10. 4 秘書課

6265 4 昭和52年秋叙勲関係綴 昭和52年度秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度 (起)昭52. 5.10 医務課

6265 5 昭和52年秋叙勲関係綴
昭和52年春の勲章受賞者名簿　（昭和52年４月29
日付）

昭和５２年度 厚生省

6265 6 昭和52年秋叙勲関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５２年度 (起)昭52. 4.28 医務課

6265 7 昭和52年秋叙勲関係綴 昭和52年度秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52. 4.13
(決)昭52. 4.15
(施)昭52. 4.15

医務課

6265 8 昭和52年秋叙勲関係綴 昭和52年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.26 医務課

6266 1 昭和53年春褒章関係綴 褒章条例による褒章の下賜について 昭和５３年度 (収)昭53. 4.11 厚生事務次官

6266 2 昭和53年春褒章関係綴 昭和53年春の褒章内示について 昭和５２年度 (収)昭53. 3.20 秘書課

6266 3 昭和53年春褒章関係綴
昭和53年春の褒章候補者の推せん書類の提出につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52.11.22
(決)昭52.11.22
(施)昭52.11.22

医務課

6266 4 昭和53年春褒章関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52.11.15
(決)昭52.11.15
(施)昭52.11.15

医務課

6266 5 昭和53年春褒章関係綴 昭和53年春の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52.11.11
(決)昭52.11.11
(施)昭52.11.11

医務課

6266 6 昭和53年春褒章関係綴 昭和52年秋の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52. 5.23
(決)昭52. 5.23
(施)昭52. 5.25

医務課

6266 7 昭和53年春褒章関係綴 昭和52年秋の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52. 4.15
(決)昭52. 4.15
(施)昭52. 4.15

医務課

6267 1 昭和53年秋褒章関係綴
昭和53年秋の褒章（厚生省関係）受賞者について
（決定）

昭和５３年度 (収)昭53.10.20 秘書課

6267 2 昭和53年秋褒章関係綴 昭和53年度秋の褒章内示について 昭和５３年度 (収)昭53. 9.16 秘書課

6267 3 昭和53年秋褒章関係綴
昭和53年秋の褒章候補者推せん書類の提出につい
て

昭和５２年度 (起)昭53. 3.25 医務課

6267 4 昭和53年秋褒章関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 8
(決)昭53. 3. 8
(施)昭53. 3. 8

医務課

6267 5 昭和53年秋褒章関係綴 昭和53年秋の褒章受賞候補者の選考について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.24
(決)昭53. 2.24
(施)昭53. 2.24

医務課

6267 6 昭和53年秋褒章関係綴
昭和53年秋の褒章受賞候補者の推せん選考につい
て

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 1
(決)昭53. 2. 3
(施)昭53. 2. 3

医務課

6268 1 昭和53年春叙勲関係綴 勲章受賞者についての新聞記事 昭和５３年度 総理府勲章局
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6268 2 昭和53年春叙勲関係綴 昭和53年春の叙勲について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 2 秘書課

6268 3 昭和53年春叙勲関係綴 昭和53年春の勲章受賞者について 昭和５３年度 (起)昭53. 4.27 医務課

6268 4 昭和53年春叙勲関係綴 閣議決定勲章関係 昭和５２年度 (収)昭53. 2. 2 秘書課

6268 5 昭和53年春叙勲関係綴 叙位の上申について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.12
(決)昭53. 1.12
(施)昭53. 1.12

医務課

6268 6 昭和53年春叙勲関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 5
(決)昭53. 1. 5
(施)昭53. 1. 5

医務課

6268 7 昭和53年春叙勲関係綴 昭和53年春の勲章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52.12.23
(決)昭52.12.24
(施)昭52.12.24

医務課

6268 8 昭和53年春叙勲関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52.12.21
(決)昭52.12.21
(施)昭52.12.21

医務課

6268 9 昭和53年春叙勲関係綴 昭和53年春の勲章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52.10.13
(決)昭52.10.14
(施)昭52.10.14

医務課

6268 10 昭和53年春叙勲関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52.10. 4
(決)昭52.10. 4
(施)昭52.10. 4

医務課

6268 11 昭和53年春叙勲関係綴 昭和53年度春の勲章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52. 9.19
(決)昭52. 9.20
(施)昭52. 9.20

医務課

6268 12 昭和53年春叙勲関係綴 昭和53年春の勲章候補者の選考について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.25
(決)昭52. 8.25
(施)昭52. 8.25

医務課

6269 1 昭和53年秋叙勲関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53.10.30
(決)昭53.10.30
(施)昭53.10.30

医務課

6269 2 昭和53年秋叙勲関係綴 叙位の上申について 昭和５３年度
(起)昭53.11.10
(決)昭53.11.10
(施)昭53.11.10

医務課

6269 3 昭和53年秋叙勲関係綴 昭和53年秋の叙勲について（決定） 昭和５３年度 (収)昭53.10.31 秘書課

6269 4 昭和53年秋叙勲関係綴 昭和53年秋の叙勲について 昭和５３年度 (収)昭53.10.27 秘書課

6269 5 昭和53年秋叙勲関係綴 昭和53年秋の叙勲内示について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 2 秘書課

6269 6 昭和53年秋叙勲関係綴 昭和53年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3. 7
(施)昭53. 3. 7

医務課

6269 7 昭和53年秋叙勲関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭53. 2.23
(決)昭53. 2.23
(施)昭53. 2.23

医務課

6269 8 昭和53年秋叙勲関係綴
昭和53年秋の叙勲候補者の推せんについて（決
定）

昭和５２年度 (収)昭53. 2.23 秘書課

6269 9 昭和53年秋叙勲関係綴 昭和53年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.17
(決)昭53. 2.17
(施)昭53. 2.17

医務課

6269 10 昭和53年秋叙勲関係綴 昭和53年秋の叙勲候補者選考について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.23
(決)昭53. 1.23
(施)昭53. 1.23

医務課
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6270 1 昭和54年春褒章関係綴 昭和54年春の褒章受賞者の決定について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.19 秘書課

6270 2 昭和54年春褒章関係綴
昭和54年春の黄綬褒章及び藍綬褒章受賞者の内定
について

昭和５３年度 (収)昭54. 3.10 医務課

6270 3 昭和54年春褒章関係綴
昭和54年春の褒章候補者の推せん書類の提出につ
いて

昭和５３年度 (起)昭53.10. 9 医務課

6270 4 昭和54年春褒章関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５３年度 (起)昭53.10. 3 医務課

6270 5 昭和54年春褒章関係綴 昭和54年春の褒章候補者の選考について 昭和５３年度
(起)昭53. 9. 6
(決)昭53. 9. 7
(施)昭53. 9. 7

医務課

6270 6 昭和54年春褒章関係綴 昭和54年春の褒章受賞候補者の推せんについて 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 4
(決)昭53. 8. 4
(施)昭53. 8. 4

医務課

6271 1 昭和54年春叙勲関係綴 昭和54年春の勲章受章者の決定について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.24 秘書課

6271 2 昭和54年春叙勲関係綴 昭和54年春の叙勲内示について 昭和５４年度 (収)昭54. 4. 2 秘書課

6271 3 昭和54年春叙勲関係綴 昭和54年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５３年度 (起)昭53. 9. 2 医務課

6271 4 昭和54年春叙勲関係綴
昭和54年春の叙勲候補者の推せんについて（決
定）

昭和５３年度 (収)昭53. 8.24 秘書課

6271 5 昭和54年春叙勲関係綴 戸籍抄本及び身分調書の作成について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.24
(決)昭53. 8.25
(施)昭53. 8.25

医務課

6271 6 昭和54年春叙勲関係綴 昭和54年春の叙勲候補者の選考について 昭和５３年度 (起)昭53. 8.16 医務課

6271 7 昭和54年春叙勲関係綴 昭和54年春の叙勲候補者の選考について 昭和５３年度 (起)昭53. 7.24 医務課

6272 1 昭和54年度静岡県知事表彰 昭和54年度知事表彰表彰式の実施について 昭和５４年度 (収)昭54.10.23 秘書課

6272 2 昭和54年度静岡県知事表彰 昭和54年度知事表彰受賞者の内定について 昭和５４年度 (収)昭54.10. 1 秘書課

6272 3 昭和54年度静岡県知事表彰 知事表彰候補者に関する調査について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 1
(決)昭54. 8. 1
(施)昭54. 8. 1

医務課

6272 4 昭和54年度静岡県知事表彰 昭和54年度静岡県知事表彰の実施について 昭和５４年度 (収)昭54. 5. 2 秘書課

6273 1
昭和54年度静岡新聞・静岡放送社
会功労賞

昭和56年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送「社会功労
賞」受賞者決定について（通知）

昭和５６年度 (収)昭56.11.19 秘書課

6273 2
昭和54年度静岡新聞・静岡放送社
会功労賞

昭和56年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞
候補者の推せんについて

昭和５６年度
(起)昭56.10. 5
(決)昭56.10. 5
(施)昭56.10. 5

医務課

6273 3
昭和54年度静岡新聞・静岡放送社
会功労賞

「昭和56年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労
賞」及び「テレビ静岡社会功労賞」候補者の推せ
んについて

昭和５６年度
(起)昭56. 8.25
(決)昭56. 8.25
(施)昭56. 8.25

医務課
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6273 4
昭和54年度静岡新聞・静岡放送社
会功労賞

昭和55年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞
候補者の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

医務課

6273 5
昭和54年度静岡新聞・静岡放送社
会功労賞

昭和55年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞
候補者の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 5
(決)昭55. 9. 5
(施)昭55. 9. 5

医務課

6273 6
昭和54年度静岡新聞・静岡放送社
会功労賞

昭和54年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送「社会功労
賞」衛生賞部門候補者の再推せんについて

昭和５４年度
(起)昭54.10.25
(決)昭54.10.25
(施)昭54.10.25

医務課

6273 7
昭和54年度静岡新聞・静岡放送社
会功労賞

昭和54年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞
候補者の推せんについて

昭和５４年度
(起)昭54. 8.23
(決)昭54. 8.28
(施)昭54. 8.28

医務課

6273 8
昭和54年度静岡新聞・静岡放送社
会功労賞

昭和54年度静岡新聞・ＳＢＳ静岡放送社会功労賞
候補者の推せんについて

昭和５４年度
(起)昭54. 7.24
(決)昭54. 7.24
(施)昭54. 7.24

医務課

6274 1 昭和55年度第32回保健文化賞 第32回保健文化賞受賞候補者の推せんについて 昭和５５年度
(起)昭55. 6.14
(決)昭55. 6.18
(施)昭55. 6.18

医務課

6274 2 昭和55年度第32回保健文化賞 第32回保健文化賞受賞候補者の推薦について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.20
(決)昭55. 5.20
(施)昭55. 5.20

医務課

6275 1 昭和55年度静岡県知事表彰 昭和55年度知事表彰受賞者について（決定） 昭和５５年度 (収)昭55.10.16 秘書課

6275 2 昭和55年度静岡県知事表彰 昭和55年度知事表彰候補者に関する調査について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.31
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

医務課

6275 3 昭和55年度静岡県知事表彰 昭和55年度静岡県知事表彰の実施について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.20 秘書課

6276 1
昭和55年度医学研究助成優秀賞候
補綴

第２回医学研究優秀賞・第６回医学研究助成　報
告集

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 6
（財）大同生命
厚生事業団

6276 2
昭和55年度医学研究助成優秀賞候
補綴

医学研究「助成金」ならびに同「優秀賞」候補者
の推せんについて

昭和５５年度
(起)昭55. 5.20
(決)昭55. 5.20
(施)昭55. 5.20

医務課

6277 1 昭和55年度医療功労賞 第９回医療功労賞受賞者決定通知について 昭和５６年度 (起)昭56. 4. 1 医務課

6277 2 昭和55年度医療功労賞
第９回医療功労賞現地調査実施に伴う協力依頼に
ついて

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 5 厚生省

6277 3 昭和55年度医療功労賞 第９回医療功労賞（推薦候補）一覧表 昭和５５年度 読売新聞社

6277 4 昭和55年度医療功労賞 第９回医療功労賞候補者の推せんについて 昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55.10. 8
(施)昭55.10. 8

医務課

6277 5 昭和55年度医療功労賞 第９回医療功労賞候補者の推せんについて 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 1
(施)昭55. 7. 1

医務課

6278 1
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.１

復命書（温泉集中管理の未加入者指導について） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.24 医務課

6278 2
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.１

復命書（温泉集中管理の未加入者事情聴取につい
て）

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 8 医務課

6278 3
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.１

温泉の集中管理事業について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.27
(決)昭55. 9. 3
(施)昭55. 9. 3

医務課

6278 4
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.１

温泉集中管理事業未加入者に対する事情聴取の実
施について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.18
(決)昭55. 7.21
(施)昭55. 7.21

医務課
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6278 5
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.１

伊豆長岡温泉集中管理事業未加入者に対する事情
聴取の実施について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.25
(決)昭54. 4.25
(施)昭54. 4.25

医務課

6278 6
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.１

伊豆長岡温泉の温泉集中管理事業に係る要請状の
施行について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 6
(決)昭54. 9.14
(施)昭54. 9.14

医務課

6278 7
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.１

復命書 昭和５４年度 (起)昭54.12. 3 医務課

6279 1
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.２

復命書 昭和５４年度 (起)昭54. 5. 7 医務課

6279 2
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.２

陳情書 昭和５３年度 (収)昭54. 3.12
伊豆長岡町温泉
事業協同組合長
他

6279 3
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.２

伊豆長岡温泉集中管理事業の未加入の実情調査に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53.11.21
(決)昭53.11.24
(施)昭53.11.27

医務課

6279 4
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.２

伊豆長岡温泉集中管理事業の揚湯計画変更にとも
なう動力許可について

昭和５３年度
(起)昭53.11.25
(決)昭53.11.27
(施)昭53.11.27

医務課

6279 5
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.２

伊豆長岡温泉集中管理事業の揚湯計画の変更につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53.11. 9
(決)昭53.11.10
(施)昭53.11.10

医務課

6279 6
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.２

伊豆長岡温泉事業協同組合の温泉集中管理事業開
始にともなう同地域の温泉の取扱について

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 3
(決)昭53. 7.15
(施)昭53. 7.17

医務課

6279 7
伊豆長岡町温泉集中管理関係綴　
No.２

伊豆長岡温泉集中管理事業の現状と問題点につい
て（検討会開催通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.23
(決)昭53. 6.23
(施)昭53. 6.23

医務課

6280 1 土肥町営温泉改善 温泉実態調査厳選一覧表

6280 2 土肥町営温泉改善 温泉堀さくの許可について 昭和５１年度 (収)昭52. 3.30
土肥町水道温泉
課長

6280 3 土肥町営温泉改善 温泉掘削について（回答） 昭和５２年度 (起)昭52. 4. 7 医務課温泉係

6280 4 土肥町営温泉改善 土肥町第１次温泉調査報告 昭和５１年度 (収)昭52. 1.  中央温泉研究所

6280 5 土肥町営温泉改善 土肥町横瀬地区電気探査報告 昭和５２年度 (収)昭52. 7.28 中央温泉研究所

6280 6 土肥町営温泉改善 土肥町温泉掘削の調査書（送付） 昭和５２年度 (収)昭52. 9.28
修善寺保健所総
務課温泉係

6280 7 土肥町営温泉改善
土肥町営温泉ボーリング掘削申請についての要望
書の送付について

昭和５２年度 (収)昭52.10. 3
修善寺保健所総
務課温泉係

6280 8 土肥町営温泉改善
土肥温泉集中管理設備の改善計画に関する契約書
について（送付）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.24 修善寺保健所長

6280 9 土肥町営温泉改善
土肥町町営集中管理設備の改善計画について（進
達）

昭和５３年度 (収)昭53. 8.21 修善寺保健所長

6280 10 土肥町営温泉改善 揚湯量承認について 昭和５５年度
(起)昭55.12.23
(決)昭55.12.26
(施)昭55.12.26

医務課

87 ページ



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

6280 11 土肥町営温泉改善
「温泉の集中管理に伴う権利についての研究」調
査について

昭和５５年度 (収)昭55.12.24 土肥町長

6281 1 古奈温泉集中管理 古奈温泉集中管理事業計画について 昭和５３年度

6281 2 古奈温泉集中管理 復命書（古奈温泉集中管理事業） 昭和５３年度 (起)昭53.12.26 医務課

6281 3 古奈温泉集中管理
復命書（古奈温泉事業協同組合設立事前ヒアリン
グ）

昭和５４年度 (起)昭54. 7.16 医務課

6281 4 古奈温泉集中管理
復命書（古奈温泉事業協同組合高度化事業事前検
討会）

昭和５４年度 (起)昭54. 7.26 医務課

6281 5 古奈温泉集中管理 事業協同組合創立総会開催についての御案内 昭和５４年度 (収)昭54. 8. 6
古奈温泉事業協
同組合設立発起
人

6282 1 稲取地震あとしまつ 経過報告について（進達） 昭和５５年度 (収)昭56. 3.31 下田保健所長

6282 2 稲取地震あとしまつ 稲取地区温泉ゆう出路修繕に関する念書について 昭和５３年度 (収)昭54. 2.20 下田保健所長

6282 3 稲取地震あとしまつ
稲取温泉の地震復旧のための動力許可申請に関す
る指導方針について（地元打合せ会方針）

昭和５３年度 (起)昭54. 1. 5 医務課

6282 4 稲取地震あとしまつ 稲取地区温泉利用計画及び各源泉の状況について 昭和５３年度 (収)昭54. 1. 5 下田保健所長

6282 5 稲取地震あとしまつ
稲取温泉における地震後の源泉復旧に係る指導方
針について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.22
(決)昭54. 1.26

医務課

6282 6 稲取地震あとしまつ 温泉会社２号泉の現況について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.24
下田保健所総務
課温泉係

6282 7 稲取地震あとしまつ
稲取地区に於ける各源泉の（災害以後の）報告書
について

昭和５３年度 (収)昭54. 2.28 下田保健所長

6282 8 稲取地震あとしまつ 稲取温泉の修繕予定について（報告） 昭和５３年度 (収)昭53. 9.26 下田保健所長

6282 9 稲取地震あとしまつ 陳情書 昭和５４年度 (収)昭54.11.21 東伊豆町長他

6283 1 修善寺集中管理　No.１ 高度化事業事前検討会結果について 昭和５４年度

6284 1 修善寺集中管理　No.２ 修善寺温泉集中管理事業について 昭和５５年度 (起)昭55. 8. 7 医務課

6284 2 修善寺集中管理　No.２ 復命書（高度化資金貸付金事後指導） 昭和５６年度 (収)昭57. 1.29 観光貿易課

6285 1 結核病床の処分について 結核病床除却工事完了届の提出について（進達） 昭和５６年度
(起)昭56.10.13
(決)昭56.10.13
(施)昭56.10.13

保健予防課

6285 2 結核病床の処分について 結核病床の財産処分の承認について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.22
(決)昭56. 7.22
(施)昭56. 7.22

保健予防課
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6285 3 結核病床の処分について
一般病棟（旧結核病棟）の処分承認申請について
（進達）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.16
(決)昭56. 5.16
(施)昭56. 5.16

保健予防課

6285 4 結核病床の処分について 結核病床の廃止について（報告） 昭和５６年度 (起)昭56. 4.30 保健予防課

6285 5 結核病床の処分について 結核病棟除却工事完了届の提出について（進達） 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 7
(決)昭55. 3.10
(施)昭55. 3.10

保健予防課

6285 6 結核病床の処分について 結核病床の財産処分の承認について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.20
(決)昭54. 8.20
(施)昭54. 8.20

保健予防課

6285 7 結核病床の処分について 結核病床の処分承認申請について（進達） 昭和５４年度
(起)昭54. 5.22
(決)昭54. 5.23
(施)昭54. 5.23

保健予防課

6285 8 結核病床の処分について 結核病棟転用報告書の提出について（進達） 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 7
(決)昭54. 6. 7
(施)昭54. 6. 7

保健予防課

6285 9 結核病床の処分について 結核病床の財産処分（転用）の承認について 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 8
(決)昭54. 2. 9
(施)昭54. 2. 9

保健予防課

6285 10 結核病床の処分について
結核病床の転用承認申請書の進達について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.18
(決)昭53. 8.11
(施)昭53. 8.15

保健予防課

6285 11 結核病床の処分について 結核病床の転用承認について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.22
(決)昭52. 9.26
(施)昭52. 9.27

保健予防課

6285 12 結核病床の処分について 結核病床の処分承認について 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 7
(決)昭53. 6.26
(施)昭53. 6.26

保健予防課

6285 13 結核病床の処分について 結核病棟の転用及び廃止承認について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.17
(決)昭52. 3.24
(施)昭52. 3.24

保健予防課

6286 1 サファリ関係綴　No.１
富士自然動物公園事業計画　外柵の耐震性に関す
る検討書

昭和５２年度 (収)昭52. 8.  
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6286 2 サファリ関係綴　No.１ アフリカン・サファリのすべて 昭和５１年度 (収)昭51. 5.27
九州アフリカ・
ライオン・サ
ファリ

6286 3 サファリ関係綴　No.１ 自然動物公園建設計画概要
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6286 4 サファリ関係綴　No.１ 自然動物公園建設計画に関する事前調査書 昭和５１年度 (収)昭51. 8.  
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6287 1 サファリ関係綴　No.２ 富士自然動物公園建設計画書及び設計書 昭和５２年度
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6288 1 サファリ関係綴　No.３ 外柵の耐震性に関する検討書 昭和５２年度 (収)昭52. 8.  
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6288 2 サファリ関係綴　No.３ 防災計画設計書 昭和５１年度 (収)昭52. 2.  
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社
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6288 3 サファリ関係綴　No.３ 土量計算書 昭和５１年度 (収)昭52. 3.  
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6288 4 サファリ関係綴　No.３ 排水計画設計書 昭和５２年度 (収)昭52. 8.  
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6288 5 サファリ関係綴　No.３ 上部工設計計算書（橋梁工事） 昭和５２年度 (収)昭52. 8.  
大成建設株式会
社

6288 6 サファリ関係綴　No.３ 橋梁下部工設計計算書 昭和５２年度 (収)昭52. 8.  
大成建設株式会
社

6288 7 サファリ関係綴　No.３ 一般汚水処理施設設計計算書 昭和５１年度 (収)昭52. 3.  
大成建設株式会
社

6288 8 サファリ関係綴　No.３ 動物汚水処理施設設計計算書 昭和５１年度 (収)昭52. 3.  
大成建設株式会
社

6288 9 サファリ関係綴　No.３ ３次処理施設設計計算書 昭和５１年度 (収)昭52. 3.  
大成建設株式会
社

6289 1
食肉衛生検査所設置10周年記念関
係

食肉衛生検査所設置10周年記念誌の発刊について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.23
(決)昭54. 5.26
(施)昭54. 5.26

食品衛生課

6289 2
食肉衛生検査所設置10周年記念関
係

食肉衛生検査所設置10周年記念誌編集打合せ会資
料について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 4
(決)昭54. 6. 5

食品衛生課

6289 3
食肉衛生検査所設置10周年記念関
係

食肉衛生検査所設置10周年記念誌編集打合せ会に
ついて（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.20
(決)昭54. 8.22
(施)昭54. 8.23

食品衛生課

6289 4
食肉衛生検査所設置10周年記念関
係

食肉衛生検査所設置10周年記念誌編集打合せ会資
料について

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 4
(決)昭54. 9. 5

食品衛生課

6289 5
食肉衛生検査所設置10周年記念関
係

「食肉衛生検査所の業務実績」の発行について 昭和５４年度
(起)昭54.11. 5
(決)昭54.12.10

食品衛生課

6289 6
食肉衛生検査所設置10周年記念関
係

食肉衛生検査所の業務実績について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.13
(決)昭55. 2.15
(施)昭55. 2.16

食品衛生課

6289 7
食肉衛生検査所設置10周年記念関
係

食肉衛生検査所の業務実績について（送付） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.26

食品衛生課

6290 1 叙位、叙勲（24） 叙位叙勲の推せん方について 昭和５４年度
(起)昭54.10.18
(決)昭54.10.22
(施)昭54.10.22

工業課

6291 1 叙位、叙勲（25） 刑罰等調書の証明方について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.30
(決)昭55. 9.30
(施)昭55. 9.30

工業課

6291 2 叙位、叙勲（25）
（個人名）氏の叙位叙勲候補の功績調書について
（供覧）

昭和５５年度 (起)昭55. 4. 1 工業課

6291 3 叙位、叙勲（25） 身分調書等の証明方について（依頼） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.29

工業課

6292 1 叙位、叙勲（26）
故（個人名）氏の叙位叙勲候補の功績調書につい
て（供覧）

昭和５４年度 (起)昭55. 3.21 工業課

6292 2 叙位、叙勲（26） 身分調書等の証明方について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.10
(決)昭55. 3.11
(施)昭55. 3.11

工業課
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6293 1 叙勲、褒章
昭和57年秋の叙勲候補者の推せんについて（決
定）

昭和５６年度 (収)昭57. 3.18 秘書課

6293 2 叙勲、褒章 昭和57年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.25
(施)昭57. 1.25

工業課

6293 3 叙勲、褒章 昭和56年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.13
(施)昭56. 2.14

工業課

6293 4 叙勲、褒章 刑罰等調書の証明方について 昭和５５年度 (起)昭55. 9.30 工業課

6293 5 叙勲、褒章 昭和56年春の叙勲候補者の選考について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55. 9.24
(施)昭55. 9.24

工業課

6294 1 叙位（死亡者叙勲） 叙位について 昭和５３年度 (起)昭53.12.25 工業課

6295 1 中小企業庁関係叙勲・褒章
昭和55年秋の中小企業庁関係叙勲および褒章候補
者の推せんについて

昭和５４年度
(起)昭55. 2.25
(決)昭55. 2.26

工業課

6295 2 中小企業庁関係叙勲・褒章 昭和55年秋の叙勲候補者の選考について（依頼） 昭和５４年度 (起)昭55. 1.21 秘書課

6295 3 中小企業庁関係叙勲・褒章 年末・年始の志望叙勲等の取扱いについて 昭和５４年度 (収)昭54.12. 5 秘書課

6295 4 中小企業庁関係叙勲・褒章 昭和55年春の叙勲候補者の選考について（依頼） 昭和５４年度 (起)昭54. 7.13 秘書課

6295 5 中小企業庁関係叙勲・褒章 紺綬褒章賜与の取扱いについて 昭和５４年度 (収)昭54. 6.14 秘書課

6295 6 中小企業庁関係叙勲・褒章 昭和54年度静岡県知事表彰の実施について 昭和５４年度 (収)昭54. 4.27 秘書課

6295 7 中小企業庁関係叙勲・褒章 中小企業関係褒章受章候補者の具申方について 昭和５３年度 (収)昭53. 9.26 中小企業庁長官

6295 8 中小企業庁関係叙勲・褒章
昭和54年春の褒章受章候補者の推せんについて
（中小企業庁関係）

昭和５３年度 (起)昭53. 9.26 工業課

6296 1 叙勲（19） 昭和53年秋の叙勲内示について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 2 秘書課

6296 2 叙勲（19） 身分調書等の証明方について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3. 7
(施)昭53. 3. 7

工業課

6296 3 叙勲（19） 昭和52年秋の叙勲候補者具申請書の提出について 昭和５２年度 (起)昭52. 5.12 工業課

6296 4 叙勲（19） 身分調書の証明方について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 4.25
(決)昭52. 4.25
(施)昭52. 4.25

工業課

6296 5 叙勲（19） 中小企業関係叙勲候補者の上申取下げについて 昭和５３年度
(起)昭53.10.11
(決)昭53.10.12
(施)昭53.10.12

工業課

6297 1 叙勲（科学技術庁）（21） 功績調書他 昭和５４年度

6298 1 叙勲（科学技術庁）（22） 昭和54年秋の科学技術庁関係叙勲候補者について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.19 工業課
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6299 1 中小企業庁関係褒章（23）
昭和54年春の中小企業庁関係褒章受章候補者具申
請書の提出について

昭和５３年度 (起)昭53.10.14 工業課

6299 2 中小企業庁関係褒章（23） 身分調書等の証明方について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭53.10. 2
(決)昭53.10. 3
(施)昭53.10. 3

工業課

6300 1 春叙勲候補（19） 昭和54年春叙勲及び賜杯候補者の推せんについて 昭和５３年度 (施)昭53.12.21 秘書課

6301 1 春の叙勲・褒章（12～15） 叙勲内示について 昭和５１年度 (収)昭51. 4. 6 秘書課

6301 2 春の叙勲・褒章（12～15） 中小企業関係褒章受賞者の決定について 昭和５０年度 (収)昭51. 3.31 秘書課

6301 3 春の叙勲・褒章（12～15）
昭和51年春の叙勲褒章候補者具申調書の提出につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50.12.10
(決)昭50.12.10
(施)昭50.12.10

工業課

6301 4 春の叙勲・褒章（12～15）
中小企業関係叙勲褒章候補者の具申調書の印刷に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50.12. 5
(決)昭50.12. 5
(施)昭50.12. 5

工業課

6301 5 春の叙勲・褒章（12～15） 身分証書の証明方について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50.11.26
(決)昭50.11.28
(施)昭50.11.28

工業課

6302 1 勲四等旭日章（17） 勲４等旭日章の決定について 昭和５１年度 科学技術庁

6302 2 勲四等旭日章（17）
昭和51年秋の叙勲候補者（科学技術庁関係）関係
書類の提出について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.22
(決)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.22

工業課

6302 3 勲四等旭日章（17） 身分証書の証明方について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51. 6.10
(決)昭51. 6.10
(施)昭51. 6.10

工業課

6303 1 藍綬褒章（16） 昭和52年春の褒章候補者具申書の提出について 昭和５１年度
(起)昭51.11.16
(決)昭51.11.16
(施)昭51.11.16

工業課

6304 1 表彰・叙勲等 昭和53年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５２年度 (起)昭53. 1.28 工業課

6304 2 表彰・叙勲等 昭和53年春の褒章受章候補者の選考について 昭和５２年度 (起)昭52.10.22 工業課

6304 3 表彰・叙勲等 昭和53年春の褒章受章候補者の選考について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.29 秘書課

6304 4 表彰・叙勲等 昭和53年春の叙勲候補者の選考について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.18 秘書課

6304 5 表彰・叙勲等 昭和53年春の叙勲候補者の調査について（依頼） 昭和５２年度 (収)昭52. 8.17 秘書課

6304 6 表彰・叙勲等 昭和52年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.24 工業課

6304 7 表彰・叙勲等 昭和52年秋の褒章候補者の選考について 昭和５２年度 (収)昭52. 4.13 秘書課

6304 8 表彰・叙勲等
科学技術に関する黄綬褒章、紫綬褒章及び藍綬褒
章授与候補者の推せん方依頼について

昭和５１年度 (収)昭52. 1. 7 秘書課

6304 9 表彰・叙勲等 褒章候補選考基準に該当する者の調査について 昭和５１年度 (収)昭51. 9.24 中小企業庁
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6304 10 表彰・叙勲等 工場共同化事業に係る優良組合等表彰について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.19
(決)昭51. 8.21
(施)昭51. 8.23

工業課

6304 11 表彰・叙勲等 昭和51年秋の叙勲候補者の選考について 昭和５１年度 (起)昭51. 5. 6 工業課

6304 12 表彰・叙勲等
昭和51年度社会貢献者表彰候補者の推せん方依頼
について

昭和５１年度 秘書課

6304 13 表彰・叙勲等
昭和51年秋の叙勲候補者（中小企業関係）の推せ
んについて

昭和５１年度 (起)昭51. 5. 8 工業課

6304 14 表彰・叙勲等 昭和51年春の勲章の伝達および拝謁について 昭和５１年度 (収)昭51. 4.24 秘書課

6305 1 褒章・表彰等 祝電 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 3
(決)昭53. 7. 3
(施)昭53. 7. 8

工業課

6305 2 褒章・表彰等 祝辞 昭和５３年度
(起)昭53. 6.21
(決)昭53. 6.28
(施)昭53. 6.28

工業課

6305 3 褒章・表彰等 昭和53年褒章候補者具申書の提出について 昭和５２年度
(起)昭52.10. 4
(決)昭52.10. 4
(施)昭52.10. 4

工業課

6305 4 褒章・表彰等 身分証書の証明方について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 9.30
(決)昭52.10. 1
(施)昭52.10. 1

工業課

6305 5 褒章・表彰等 褒章候補者名簿（資料のみ） 昭和５２年度 工業課

6306 1 農業改良資金例規綴　No.１ 静岡県農業改良資金運営会議要領の制定について 昭和５２年度
(起)昭52.10. 6
(決)昭52.10.13
(施)昭52.10.13

農政課

6306 2 農業改良資金例規綴　No.１ 静岡県農業改良資金取扱要領の制定について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.10
(決)昭52. 9.22
(施)昭52. 9.22

農政課

6306 3 農業改良資金例規綴　No.１ 静岡県農業改良資金貸付要綱の制定について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.25
(決)昭52. 8.20
(施)昭52. 8.20

農政課

6306 4 農業改良資金例規綴　No.１ 農業改良資金制度の運営について 昭和５２年度 (収)昭52. 7.14 関東農政局

6306 5 農業改良資金例規綴　No.１ 農業改良資金計画等の取扱いについて 昭和５２年度 (収)昭52. 7.14 関東農政局

6306 6 農業改良資金例規綴　No.１ 農業改良資金計画等の取扱いについて 昭和５２年度 (収)昭52. 7.14 関東農政局

6306 7 農業改良資金例規綴　No.１
農業改良資金助成法の一部を改正する法律等の施
行について

昭和５２年度 (収)昭52. 7. 9 農林省

6306 8 農業改良資金例規綴　No.１ 農業改良資金特認事業指定承認申請書 昭和５２年度
(起)昭52. 5.11
(決)昭52. 5.14
(施)昭52. 5.14

農政課

6306 9 農業改良資金例規綴　No.１
昭和52年度農業改良資金関係予算及び貸付条件の
改善について

昭和５２年度
農業改良資金協
会

6306 10 農業改良資金例規綴　No.１
農業改良資金助成法の一部を改正する法律案の関
係資料の送付について

昭和５２年度
農業改良資金協
会

6307 1 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金取扱要領の一部改正について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.31
(施)昭55.10.31

農政課
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6307 2 農業改良資金例規綴　No.２ 静岡県農業改良資金貸付要綱の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55.10.31
(施)昭55.10.31

農政課

6307 3 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金助成法施行令の一部改正及び農業改
良資金制度運用基本要綱の制定について

昭和５５年度 (収)昭55. 8.15
農林水産事務次
官

6307 4 農業改良資金例規綴　No.２ 農業改良資金制度の運用について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.25 関東農政局長

6307 5 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金計画等の取扱いについての一部改正
について

昭和５５年度 (収)昭55. 8.25 関東農政局長

6307 6 農業改良資金例規綴　No.２
農業後継者事業拡大資金利子補給金交付要綱の一
部改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55.10.31
(施)昭55.10.31

農政課

6307 7 農業改良資金例規綴　No.２
農業後継者事業拡大資金利子補給金交付要綱の一
部改正について

昭和５４年度
(起)昭54.10. 9
(決)昭54.11. 8
(施)昭54.11. 8

農政課

6307 8 農業改良資金例規綴　No.２
農業後継者事業拡大資金利子補給金交付要綱の一
部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 8.17
(施)昭54. 8.17

農政課

6307 9 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金取扱要領の一部改正について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 9.26
(決)昭54.10. 3
(施)昭54.10. 3

農政課

6307 10 農業改良資金例規綴　No.２ 静岡県農業改良資金貸付要綱の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 8.23
(施)昭54. 9.17

農政課

6307 11 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和５４年度 (収)昭54. 6.25
農林水産事務次
官

6307 12 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金計画等の取扱いについての一部改正
について

昭和５４年度 (収)昭54. 7.13 関東農政局長

6307 13 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金制度の運営についての一部改正につ
いて

昭和５４年度 (収)昭54. 7.13 関東農政局長

6307 14 農業改良資金例規綴　No.２
農業後継者事業拡大資金利子補給金交付要綱の制
定について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.26
(決)昭53. 7.21
(施)昭53. 7.21

農政課

6307 15 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金取扱要領の一部改正について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.29
(決)昭53. 6.17
(施)昭53. 7.17

農政課

6307 16 農業改良資金例規綴　No.２
静岡県農業改良資金貸付要綱の一部改正について
（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.29
(決)昭53. 6.24
(施)昭53. 7.17

農政課

6307 17 農業改良資金例規綴　No.２
「農業改良資金助成法の一部を改正する法律等の
施行に伴う制度の運営に当たっての補足資料（質
疑応答）について」の一部改正について

昭和５３年度 (収)昭53. 4. 6
関東農政局流通
部長

6307 18 農業改良資金例規綴　No.２
農業改良資金助成法施行規則の一部を改正する省
令の施行について

昭和５３年度 (収)昭53. 4.28 農林事務次官

6307 19 農業改良資金例規綴　No.２ 農業改良資金の貸付けの適正化について 昭和５３年度 (収)昭53. 4. 7 関東農政局長

6307 20 農業改良資金例規綴　No.２
省令の改正等に伴う農業改良資金制度の運営につ
いて

昭和５３年度 (収)昭53. 5.15 関東農政局長

6308 1 昭和54年度林道実績調査 昭和54年度民有林林道事業実績等調べについて 昭和５５年度 (起)昭55. 7.22 造林課
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6308 2 昭和54年度林道実績調査 昭和54年度民有林林道事業の実績調べについて 昭和５５年度 (起)昭55. 6.17 造林課

6309 1
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2802久保田線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 2
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2810福沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 3
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2806出馬線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 4
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

昭和55年度林道集落基盤総合事業（計画番号
4444、羽切沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 5
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

昭和55年度林道集落基盤総合事業（計画番号5414
井戸沢東線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 6
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

昭和54年度計画路線実態調査林業集落基盤総合整
備事業（計画番号5413天神山線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 7
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

昭和54年度路線実態調査林業集落基盤総合整備事
業（計画番号3411戸持線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 8
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

林業集落基盤総合整備事業集落林道計画路線実態
調書（ヤギ久ボ線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 9
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

林業集落基盤総合整備事業集落林道計画路線実態
調書（戸持本村線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 10
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

昭和55年度計画路線実態調査林業集落基盤総合整
備事業（計画番号3808矢倉線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 11
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

林業集落基盤総合整備事業集落林道計画路線実態
調書（幸治線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 12
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

林業集落基盤総合整備事業集落林道計画路線実態
調書（木根中線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 13
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

林業集落基盤総合整備事業集落林道計画路線実態
調書（田能中線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 14
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

林業集落基盤総合整備事業集落林道計画路線実態
調書（片倉線）

昭和５５年度 森林保全課

6309 15
昭和55年度林業実態調査書および
位置図

林業集落基盤総合整備事業集落林道計画路線実態
調書（大府川線）

昭和５５年度 森林保全課

6310 1
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1001井川雨畑線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 2
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1008天竜川線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 3
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1010湯之奥井之頭線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 4
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2011炭焼平山線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 5
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2035明ヶ島線）

昭和５３年度 森林保全課
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6310 6
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3052平野線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 7
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2085有渡沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 8
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2055下泉笹間線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 9
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2054久保田線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 10
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2050出馬線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 11
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2045福沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 12
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2057大寄線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 13
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3127一色線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 14
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号326鈴野線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 15
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3118金時線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 16
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3125坂ノ上線）

昭和５３年度 森林保全課

6310 17
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図（旧体系）

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3146原の平線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 1
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

路線別調査表（新規及び継続の保留路線） 昭和５３年度 森林保全課

6311 2
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度林道開設事業（普通　向皆外線） 昭和５３年度 森林保全課

6311 3
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号1002東俣線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 4
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号1001井川雨畑線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 5
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2018閑蔵線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 6
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2055下泉笹間線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 7
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2035明ヶ島線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 8
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2041戸倉線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 9
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号1009白倉川線）

昭和５３年度 森林保全課
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6311 10
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1001井川雨畑線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 11
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1008天竜川線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 12
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2062達磨山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 13
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1016千頭嶺線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 14
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号12067家山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 15
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2046佐久間線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 16
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号12072光明線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 17
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1010湯之奥猪之頭線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 18
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2011炭焼平山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 19
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2035明ヶ島線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 20
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3052平野線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 21
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2085有渡沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 22
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2055下泉笹間線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 23
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2054久保田線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 24
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2050出馬線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 25
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2045福沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 26
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2057大寄線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 27
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3127一色線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 28
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3126鈴野線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 29
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3118金時線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 30
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3125坂の上線）

昭和５３年度 森林保全課

97 ページ



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

6311 31
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3146原の平線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 32
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3136大川小溝線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 33
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2090土肥中央線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 34
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14341寸場線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 35
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2009入山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 36
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号11005明神谷線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 37
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号12079澤山石津線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 38
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3080平栗線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 39
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3113西渡線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 40
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号　上岩穴線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 41
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4381三舞坂線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 42
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14369珍橈線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 43
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1316西山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 44
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4319ヒノキ沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 45
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4068平戸洞線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 46
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4058牧乃郷線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 47
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14336田代線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 48
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14344城山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 49
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14343大日陰線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 50
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2005茶畑線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 51
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14350間門線）

昭和５３年度 森林保全課
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6311 52
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14345小麦石線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 53
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3061即沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 54
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14373諸の倉線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 55
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4353谷倉線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 56
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3143市の瀬線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 57
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14122日向支線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 58
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4199千草松間線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 59
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14313坂本線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 60
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14363山中西線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 61
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14392米沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 62
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号14350黒坂線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 63
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3041天子岳線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 64
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3167古奈線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 65
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4067中野線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 66
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（天城湯ヶ島町　達磨山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 67
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（函南町　箱根山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 68
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（静岡市　小河内川線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 69
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（静岡市　平野線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 70
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（島田市　大森線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 71
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（本川根町　平田線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 72
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（川根町　明ヶ島線）

昭和５３年度 森林保全課
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6311 73
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（春野町　久保田線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 74
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（水窪町　白倉川線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 75
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（佐久間町　佐久間線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 76
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（佐久間町　上平山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 77
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（佐久間町　地八線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 78
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（龍山村　瀬尻線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 79
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（河津町　田中線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 80
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（伊東市　大平線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 81
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（韮山町　南奈古谷線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 82
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（富士市　石井線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 83
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（島田市　小川線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 84
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（本川根町　平栗線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 85
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（本川根町　幡住線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 86
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（川根町　峯倉平線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 87
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（掛川市　丹間線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 88
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（春野町　中山線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 89
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（水窪町　大野線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 90
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（佐久間町　西渡線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 91
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（浜北市　観坊線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 92
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2090土肥中央線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 93
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2018閑蔵線）

昭和５３年度 森林保全課
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6311 94
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2055下泉笹間線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 95
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号1088天竜川線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 96
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号1009白倉川線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 97
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2045福沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 98
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2041戸倉線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 99
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号3008上野線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 100
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号4374延沢線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 101
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号4163枝松線）

昭和５３年度 森林保全課

6311 102
昭和53年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和53年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（調書記入番号2052和山間線）

昭和５３年度 森林保全課

6312 1
昭和53年度公共林道新規路線計
画、県単間筏位置図

林道継続路線（上岩穴・平栗・三舞坂・田代・中
野・澤山石津）

昭和５３年度 森林保全課

6312 2
昭和53年度公共林道新規路線計
画、県単間筏位置図

新規路線（坂本・山中西・黒坂・ダム天子岳・公
明・西山）

昭和５３年度 森林保全課

6312 3
昭和53年度公共林道新規路線計
画、県単間筏位置図

間伐林道（原小屋） 昭和５３年度 森林保全課

6312 4
昭和53年度公共林道新規路線計
画、県単間筏位置図

県単独林道事業（新間東･飯間宮沢・南沢・菰
張・鹿鳴野・佐久東・向山・観音）

昭和５３年度 森林保全課

6313 1
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1404井川雨畑線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 2
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2303達磨山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 3
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1600千頭峰線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 4
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2616家山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 5
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1801佐久間線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 6
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2815光明線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 7
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1407豊岡梅ケ島線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 8
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1803春埜山線）

昭和５４年度 森林保全課
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6313 9
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1202湯ケ奥猪之頭線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 10
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2414炭焼平山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 11
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2601明ヶ島線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 12
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2403平野線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 13
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2402有渡沢線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 14
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2605下泉笹間線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 15
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2802久保田線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 16
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2810福沢線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 17
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2806出馬線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 18
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2813大寄線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 19
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3008一色線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 20
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3006鈴野線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 21
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3221金時線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 22
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3415坂之上線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 23
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3003大川小溝線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 24
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2004土肥中央線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 25
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4054寸場線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 26
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2203入山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 27
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1401明神谷線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 28
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3409沢山石津線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 29
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号369平栗線）

昭和５４年度 森林保全課
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6313 30
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3846西山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 31
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3828西渡線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 32
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4837三舞坂線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 33
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4895珍撓線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 34
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3017堀坂線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 35
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4053上岩穴線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 36
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3844仙戸線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 37
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4811黒松線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 38
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4025ヒノキ沢線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 39
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4052平戸洞線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 40
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4049田代線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 41
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4057城山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 42
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3215茶畑線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 43
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3207間門線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 44
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4208小麦石線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 45
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3401則沢線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 46
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4630谷倉線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 47
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4236飯盛線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 48
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4434元沢金石線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 49
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3418大鳥線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 50
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3834光南線）

昭和５４年度 森林保全課
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6313 51
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号5816山中西線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 52
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4911中山長沢線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 53
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4242黒坂線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 54
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4239天子岳線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 55
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4240坂林線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 56
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4238赤焼上井出線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 57
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号5220山中線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 58
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4438吉津金丸線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 59
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3016吉奈線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 60
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4001中野線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 61
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3803松間日桂線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 62
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2004土肥中央線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 63
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号1201湯之奥猪之頭線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 64
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2415閑蔵線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 65
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号1403東俣線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 66
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号1404井川雨畑線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 67
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2414炭焼平山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 68
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2600大森線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 69
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2604市井平線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 70
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2603湯島線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 71
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2601明ケ島線）

昭和５４年度 森林保全課
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6313 72
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号1802天竜川線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 73
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2814白倉川線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 74
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2810福沢線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 75
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号1801佐久間線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 76
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入計画番号2804戸倉線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 77
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号2803瀬尻線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 78
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号4649枝松線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 79
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号4609廻沢線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 80
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号3827和山間線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 81
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（記入番号4865西下里線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 82
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号1610達磨山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 83
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2005箱根山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 84
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2403平野線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 85
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2414炭焼平山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 86
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2601明ケ島線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 87
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2609南赤石線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 88
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2600大森線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 89
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2814白倉川線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 90
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3601丹間線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 91
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2812上平山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 92
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2807地八線）

昭和５４年度 森林保全課
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6313 93
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入計画番号2811福沢線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 94
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2803瀬尻線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 95
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3002大平線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 96
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4005南奈古谷線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 97
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4209石井線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 98
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3001上野線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 99
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4052平戸洞線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 100
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4604小川線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 101
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4641峯倉平線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 102
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3822中山線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 103
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3812一草線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 104
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3828西渡線）

昭和５４年度 森林保全課

6313 105
昭和54年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和54年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4840観坊線）

昭和５４年度 森林保全課

6314 1
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2003達磨山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 2
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1600千頭嶺線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 3
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2616家山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 4
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1801佐久間線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 5
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2815光明線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 6
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1407豊岡梅ケ島線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 7
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1803春埜山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 8
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1201湯之奥猪之頭線）

昭和５５年度 森林保全課
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6314 9
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2414炭焼平山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 10
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2601明ケ島線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 11
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2403平野線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 12
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2605下泉笹間線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 13
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2802久保田線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 14
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2810福沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 15
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2806出馬線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 16
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3003大川小溝線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 17
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2004土肥中央線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 18
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4054寸場線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 19
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2203入山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 20
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号1401明神谷線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 21
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3409沢山石津線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 22
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3609平栗線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 23
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3846西山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 24
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3828西渡線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 25
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4837三舞坂線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 26
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4895珍撓線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 27
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3807堀坂線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 28
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4053上岩穴線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 29
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3844仙戸線）

昭和５５年度 森林保全課
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6314 30
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4811黒松線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 31
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2402有渡沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 32
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3837灰の沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 33
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号2607文沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 34
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3423飯渡井線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 35
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4076振越線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 36
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4025ヒノキ沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 37
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4052平戸洞線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 38
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4049田代線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 39
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4057城山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 40
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3207間門線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 41
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4208小麦石線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 42
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3401則沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 43
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4236飯盛線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 44
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4434元沢金石線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 45
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3418大鳥線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 46
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3834光南線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 47
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4202西浦古宇線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 48
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4255中島線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 49
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4911中山長沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 50
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号3803松間日掛線）

昭和５５年度 森林保全課
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6314 51
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4913長蔵寺線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 52
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4240坂林線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 53
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号5220山中線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 54
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4438吉津金丸線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 55
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4238赤焼上井出線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 56
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4088高原線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 57
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道開設事業計画路線実態調書
（計画番号4001中野線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 58
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2004土肥中央線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 59
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2415閑蔵線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 60
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号1403東俣線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 61
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号1404井川雨畑線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 62
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号1407豊岡梅ケ島線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 63
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2410小河内川線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 64
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2600大森線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 65
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2609南明石線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 66
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2604市井平線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 67
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2601明ヶ島線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 68
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号1802天竜川線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 69
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2814白倉川線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 70
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号2803瀬尻線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 71
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号3411戸持線）

昭和５５年度 森林保全課

109 ページ



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

6314 72
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号4609廻沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 73
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号4649枝松線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 74
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号4655幡住線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 75
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道改良事業計画路線実態調書
（計画番号4837三舞坂線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 76
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2003達磨山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 77
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2005箱根山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 78
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2403平野線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 79
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2414炭焼平山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 80
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号1404井川雨畑線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 81
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2600大森線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 82
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2609南赤石線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 83
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2601明ヶ島線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 84
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2814白倉川線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 85
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号1801佐久間線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 86
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2812上平山線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 87
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2807地八線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 88
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2810福沢線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 89
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号2804瀬尻線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 90
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号1008天竜川線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 91
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3002大平線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 92
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4055南奈古谷線）

昭和５５年度 森林保全課
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6314 93
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4209石井線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 94
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3001上野線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 95
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4052平戸洞線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 96
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4004松原線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 97
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4604小川線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 98
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号4641峯倉平線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 99
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3601丹間線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 100
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3602千石線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 101
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3828西渡線）

昭和５５年度 森林保全課

6314 102
昭和55年度林道事業実態調書およ
び位置図

昭和55年度民有林林道舗装事業計画路線実態調書
（記入番号3812一草線）

昭和５５年度 森林保全課

6315 1
昭和53年度民間林林道事業実績調
査

昭和53年度民有林林道事業実績等調べについて 昭和５４年度
(起)昭54. 7.20
(決)昭54. 7.23
(施)昭54. 7.23

造林課

6315 2
昭和53年度民間林林道事業実績調
査

昭和53年度民有林林道事業実績等調べについて 昭和５４年度
(起)昭54. 6.25
(決)昭54. 6.26
(施)昭54. 6.26

造林課

6316 1
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第23回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭54. 9.12 水産課

6316 2
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第22回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭54. 5.15 水産課

6316 3
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第21回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭54. 4.17 水産課

6316 4
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第19回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭54. 2.26 水産課

6316 5
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第18回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭54. 1.24 水産課

6316 6
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第16回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53.10.25 水産課

6316 7
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第15回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 9. 7 水産課

6316 8
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第14回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 6.22 水産課

6316 9
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.１

第13回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 4.21 水産課
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6317 1
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

第20回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22 水産課

6317 2
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

静岡県漁業調整規則の改正について（答申） 昭和５３年度 (起)昭54. 2.28 水産課

6317 3
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

第19回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭54. 2.26 水産課

6317 4
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

第18回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭54. 1.24 水産課

6317 5
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

第17回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53.12.18 水産課

6317 6
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

第16回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53.10.25 水産課

6317 7
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

第15回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 9. 7 水産課

6317 8
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

一都三県連合海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 9.22 水産課

6317 9
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

定置漁業権・区画漁業権・特定区画漁業権の免許
について（答申）

昭和５３年度 (起)昭53. 6.28 水産課

6317 10
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

定置漁業権・区画漁業権・特定区画漁業権の制限
又は条件について（答申）

昭和５３年度 (起)昭53. 6.28 水産課

6317 11
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

第14回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 6.22 水産課

6317 12
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

第13回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５３年度 (施)昭53. 4.21 水産課

6317 13
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.２

定置漁業の保護区域の設定について（答申） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.26
(決)昭53. 4.28

水産課

6318 1
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第９回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５６年度 (施)昭56.12.11 水産課

6318 2
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第８回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５６年度 (施)昭56.10.20 水産課

6318 3
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第７回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５６年度 (施)昭56. 8.19 水産課

6318 4
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第４回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭56. 3.17 水産課

6318 5
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第６回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５６年度 (施)昭56. 6. 9 水産課

6318 6
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第５回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５６年度 (施)昭56. 5. 1 水産課

6318 7
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第４回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭56. 3.17 水産課

6318 8
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第３回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭55.12.12 水産課
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6318 9
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第２回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭55.10.17 水産課

6318 10
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第27回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭55. 5.29 水産課

6318 11
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第１回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭55. 8.25 水産課

6318 12
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第26回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭55. 3.17 水産課

6318 13
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.３

第24回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭54.11.26 水産課

6319 1
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

しらすいわし二そう船びき網漁業許可の制限又は
条件について（答申）

昭和５４年度 (起)昭55. 3.18 水産課

6319 2
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

定置漁業権及び区画漁業権の制限又は条件につい
て（答申）

昭和５４年度 (起)昭55. 3.18 水産課

6319 3
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

定置漁業の保護区域の設定について（答申） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.18 水産課

6319 4
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

区画漁業の変更免許について（答申） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.18 水産課

6319 5
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

定置漁業及び区画漁業の免許について（答申） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.18 水産課

6319 6
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

第26回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭55. 3.17 水産課

6319 7
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

第25回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭55. 1.21 水産課

6319 8
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

第24回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭54.11.26 水産課

6319 9
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

第23回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭54. 9.12 水産課

6319 10
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

漁業許可の定数について（答申） 昭和５４年度 (起)昭54. 5.15 水産課

6319 11
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

第22回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭54. 5.15 水産課

6319 12
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

漁場計画の樹立について（答申） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.19
(決)昭54. 4.23
(施)昭54. 4.23

水産課

6319 13
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.４

第21回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５４年度 (施)昭54. 4.17 水産課

6320 1
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

しらすいわし二そう船びき網漁業許可の制限又は
条件について（答申）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.17
(決)昭56. 3.18
(施)昭56. 3.18

水産課

6320 2
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

第４回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭56. 3.17 水産課

6320 3
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

第３回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭55.12.12 水産課
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6320 4
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

第３回静岡海区漁業調整委員会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.11.26
(決)昭55.11.28
(施)昭55.11.28

水産課

6320 5
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

第２回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭55.10.17 水産課

6320 6
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

第２回静岡海区漁業調整委員会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 3
(施)昭55.10. 3

水産課

6320 7
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

第１回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭55. 8.25 水産課

6320 8
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

かご漁業の操業について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.21 水産課

6320 9
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

第27回静岡海区漁業調整委員会次第 昭和５５年度 (施)昭55. 5.29 水産課

6320 10
静岡海区漁業調整委員会資料　
No.５

静岡海区漁業調整委員会小委員会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 4.15

水産課

6321 1
昭和52年度大井川新大井川遊漁行
使規則

第５種共同漁業権遊漁規則の認可について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.17
(決)昭53. 2.21
(施)昭53. 3. 1

水産課

6321 2
昭和52年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（諮問） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.31
(決)昭53. 2. 1
(施)昭53. 2. 1

水産課

6321 3
昭和52年度大井川新大井川遊漁行
使規則

第５種共同漁業権行使規則の認可について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.17
(決)昭53. 2.22
(施)昭53. 3. 1

水産課

6322 1
昭和53年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.13
(決)昭54. 2.21
(施)昭54. 3. 1

水産課

6322 2
昭和53年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（諮問） 昭和５３年度
(起)昭54. 1.31
(決)昭54. 2. 6
(施)昭54. 2. 6

水産課

6322 3
昭和53年度大井川新大井川遊漁行
使規則

行使規則の認可について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.26
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 3. 1

水産課

6323 1
昭和54年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.14
(決)昭55. 2.21
(施)昭55. 3. 1

水産課

6323 2
昭和54年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（答申） 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 9
(決)昭55. 2.13

水産課

6323 3
昭和54年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（諮問） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.31
(決)昭55. 2. 5

水産課

6323 4
昭和54年度大井川新大井川遊漁行
使規則

行使規則の認可について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.14
(決)昭55. 2.18
(施)昭55. 3. 1

水産課

6324 1
昭和55年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 9
(決)昭56. 2.26
(施)昭56. 3. 1

水産課

6324 2
昭和55年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（答申） 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 7
(決)昭56. 2. 9

水産課

6324 3
昭和55年度大井川新大井川遊漁行
使規則

遊漁規則の認可について（諮問） 昭和５５年度
(起)昭56. 1.30
(決)昭56. 2. 2

水産課

6324 4
昭和55年度大井川新大井川遊漁行
使規則

行使規則の認可について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 9
(決)昭56. 2.24
(施)昭56. 3. 1

水産課
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6325 1
東海地域震災対策関係・被害想定
資料

東海地震の危険度の試算 昭和５３年度 漁港課

6325 2
東海地域震災対策関係・被害想定
資料

静岡県地震対策基礎調査報告書　－木造建物の被
害想定－

昭和５３年度 地震対策課

6325 3
東海地域震災対策関係・被害想定
資料

静岡県地震対策基礎調査報告書　－第２次調査・
出火延焼－

昭和５２年度 地震対策課

6325 4
東海地域震災対策関係・被害想定
資料

静岡県地震対策基礎調査報告書　－第２次調査・
静岡県地震史－

昭和５２年度 地震対策課

6325 5
東海地域震災対策関係・被害想定
資料

静岡県地震対策基礎調査報告書　－第２次調査・
地盤第１報－

昭和５２年度 地震対策課

6325 6
東海地域震災対策関係・被害想定
資料

静岡県地震対策基礎調査報告書　－第２次調査・
地質－

昭和５２年度 地震対策課

6326 1 東海地域震災対策関係・調査成果 東海地震地震対策調査報告について 昭和５２年度 漁港課

6327 1 東海地域地震対策事業関係 昭和52年度東海地域震災対策事業調査報告書 昭和５２年度 水産庁

6327 2 東海地域地震対策事業関係 昭和53年度東海地域震災対策調査（要約） 昭和５３年度 国土庁

6327 3 東海地域地震対策事業関係
昭和53年度東海地域震災対策調査報告書　No.１
（第１章、第２章）

昭和５３年度 水産庁

6327 4 東海地域地震対策事業関係
昭和53年度東海地域震災対策調査報告書　No.２
（第３章、第４章）

昭和５３年度 水産庁

6327 5 東海地域地震対策事業関係
昭和53年度東海地域震災対策調査報告書　No.３
（第５章、第６章、第７章）

昭和５３年度 水産庁

6327 6 東海地域地震対策事業関係 津波常襲地域総合防災対策調査報告書（要約版） 昭和５６年度 水産庁

6328 1 東海地域地震対策事業 昭和53年度東海地域震災対策調査　昭和54年３月 昭和５３年度 国土庁

6329 1
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

裁決手続開始登記の抹消の登記の嘱託について 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 9 公共用地課

6329 2
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

土地収用法に基づく裁決申請等の取下げについて
（通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 7
(決)昭56. 4. 7
(施)昭56. 4.13

公共用地課

6329 3
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

和解調書正本の送達について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 7
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.13

公共用地課

6329 4
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

和解調書（案）について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 7
(決)昭56. 4. 7
(施)昭56. 4. 7

公共用地課

6329 5
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

和解の勧告について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.26
(決)昭56. 3.26
(施)昭56. 3.26

公共用地課

6329 6
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

第３回審理に提出された書類 昭和５５年度 (施)昭56. 3.20 公共用地課

6329 7
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

土地収用法に基づく裁決申請等の取下げについて
（通知）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.18
(決)昭56. 3.18
(施)昭56. 3.18

公共用地課
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6329 8
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

和解調書（案）について（うかがい） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.18 公共用地課

6329 9
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

審理の開催について（通知） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.27
(決)昭56. 2.27
(施)昭56. 2.27

公共用地課

6329 10
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.13

公共用地課

6329 11
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

土地の鑑定評価依頼について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.13
(施)昭56. 2.13

公共用地課

6329 12
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

審理の開催について（通知） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.11
(決)昭56. 3.11
(施)昭56. 3.11

公共用地課

6329 13
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

供覧（裁決手続開始登記） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.10 公共用地課

6329 14
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

第２回審理に提出された書類 昭和５５年度 (施)昭56. 3. 9 公共用地課

6329 15
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

現地調査について（通知） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.18
(決)昭56. 2.19
(施)昭56. 2.19

公共用地課

6329 16
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

裁決手続開始の登記の嘱託について（うかがい） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.13 公共用地課

6329 17
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

審理開始の公告について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.12 公共用地課

6329 18
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

裁決手続開始決定の公告及び起業者への通知につ
いて（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.12 公共用地課

6329 19
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

審理の開始の通知について（うかがい） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.12 公共用地課

6329 20
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

裁決申請書等（写）縦覧報告について（供覧） 昭和５５年度 (起)昭56. 1.26 公共用地課

6329 21
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

土地収用法に基づく裁決申請等の取下げについて
（通知）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 5
(決)昭56. 2. 6
(施)昭56. 2. 6

公共用地課

6329 22
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

静岡県収用委員会の会議の招集について（通知） 昭和５５年度
(起)昭56. 1.27
(決)昭56. 1.27
(施)昭56. 1.28

公共用地課

6329 23
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　１／２

土地収用法による裁決の申請及び明渡裁決の申立
ての受理並びに土地所有者等への通知について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.20
(決)昭56. 1.22
(施)昭56. 1.22

公共用地課

6330 1
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」改築関係　２／２

裁決申請書 昭和５５年度 (収)昭56. 1.14 日本道路公団

6331 1
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

土地収用法による裁決の申請及び明渡裁決の申立
ての取り下げ並びに関係人等への通知について
（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 2
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

公共用地課

6331 2
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

裁決手続開始登記の抹消の登記の嘱託について
（伺い）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.20 公共用地課

6331 3
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

第１回審理時に起業者及び土地所有者より提出さ
れた資料

昭和５５年度 (収)昭56. 3. 9
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6331 4
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

審理開始の公告について 昭和５５年度 (起)昭56. 2.20 公共用地課

6331 5
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

裁決手続開始決定の公告及び起業者への通知につ
いて（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.20 公共用地課

6331 6
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

審理の開始の通知について（うかがい） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.20 公共用地課

6331 7
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

裁決手続開始の登記の嘱託について（うかがい） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.21 公共用地課

6331 8
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

裁決申請書等（写）縦覧報告について（供覧） 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 6 公共用地課

6331 9
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

土地収用法による裁決の申請及び明渡裁決の申立
ての受理並びに関係人等への通知について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 3
(施)昭56. 2. 4

公共用地課

6331 10
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」・厚原地区

裁決申請書 昭和５５年度 (収)昭56. 2. 2 日本道路公団

6332 1
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」（第２次追加分）

土地収用法による裁決申請及び明渡裁決の申し立
ての取り下げについて

昭和５５年度 (収)昭56. 3.27 日本道路公団

6332 2
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」（第２次追加分）

土地収用法による裁決申請及び明渡裁決の申立て
の受理並びに土地所有者への通知について（うか
がい）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.17 公共用地課

6332 3
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」（第２次追加分）

静岡県土地収用委員会　西富士道路第１回審理 昭和５５年度 (施)昭56. 2.20 公共用地課

6332 4
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」（第２次追加分）

静岡県土地収用委員会　西富士道路第２回審理 昭和５５年度 (施)昭56. 3. 9 公共用地課

6332 5
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」（第２次追加分）

静岡県土地収用委員会　西富士道路第３回審理 昭和５５年度 (施)昭56. 3.20 公共用地課

6332 6
土地収用裁決・一般国道139号
「西富士道路」（第２次追加分）

静岡県土地収用委員会　西富士道路和解話し合い 昭和５５年度 (施)昭56. 3.26 公共用地課

6333 1
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

和解調書正本の送達について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.16
(決)昭55. 9.16
(施)昭55. 9.16

公共用地課

6333 2
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

和解調書（案）について（うかがい） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.11 公共用地課

6333 3
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

和解について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.11
(決)昭55. 9.12
(施)昭55. 9.12

公共用地課

6333 4
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

静岡県収用委員会の会議の招集について 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 5
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9. 8

公共用地課

6333 5
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

不動産鑑定評価手数料の支出について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 5
(決)昭55. 8. 5
(施)昭55. 8. 5

公共用地課

6333 6
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

審理の開催について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.27
(決)昭55. 8.28
(施)昭55. 8.28

公共用地課

6333 7
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

現地調査について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.18
(決)昭55. 8.18
(施)昭55. 8.18

公共用地課
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6333 8
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

登記嘱託書の供覧について 昭和５５年度 (起)昭55. 8.16 公共用地課

6333 9
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

裁決手続開始の登記の嘱託について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.31

公共用地課

6333 10
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

審理の開催の通知について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.30

公共用地課

6333 11
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

審理の開始について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.30

公共用地課

6333 12
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

審理の開始の公告について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.30

公共用地課

6333 13
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

土地収用法に基く裁決申請等の取り下げについて
（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.30

公共用地課

6333 14
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

裁決手続開始決定の公告及び起業者への通知につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 7.30

公共用地課

6333 15
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

意見書の受理について（うかがい） 昭和５５年度 (起)昭55. 7.16 公共用地課

6333 16
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

静岡県収用委員会の会議の招集について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.12
(決)昭55. 7.14
(施)昭55. 7.14

公共用地課

6333 17
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

裁決申請書等（写）縦覧報告について（供覧） 昭和５５年度 (起)昭55. 7.14 公共用地課

6333 18
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（１）

土地収用法による裁決の申請及び明渡裁決の申し
立ての受理並びに土地所有者等への通知について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.10
(決)昭55. 7.11
(施)昭55. 7.11

公共用地課

6334 1
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（２）

決済申請書（中部地方建設局） 昭和５５年度 公共用地課

6335 1
土地収用裁決・一般国道１号改築
工事（藤枝バイパス）（３）

決済申請書に関わる関係書類（中部地方建設局） 昭和５５年度 公共用地課

6336 1 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧による豪雨）　１（昭和51
年２月28～29日）

昭和５０年度 河川課

6336 2 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧による豪雨）　２（昭和51
年３月29～30日）

昭和５０年度 河川課

6336 3 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧）　３　（昭和51年５月21
～25日）

昭和５１年度 河川課

6336 4 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧に因る）　４　（昭和51年
５月27日）

昭和５１年度 河川課

6336 5 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧及び前線）　５　（昭和51
年６月５～６日）

昭和５１年度 河川課

6336 6 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧及び前線）　６（昭和51年
６月９～11日）

昭和５１年度 河川課

6336 7 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（梅雨前線）　７（昭和51年６月23
～26日）

昭和５１年度 河川課

6336 8 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（梅雨前線による豪雨）　８（昭和
51年７月10～13日）

昭和５１年度 河川課
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6336 9 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧及び前線）　９（昭和51年
８月９～10日）

昭和５１年度 河川課

6336 10 昭和51年発生気象状況調書 地震状況調書（伊豆地震）（昭和51年８月18日） 昭和５１年度 河川課

6336 11 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（台風17号）（昭和51年９月８～14
日）

昭和５１年度 河川課

6336 12 昭和51年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧の前線）　（昭和51年10月
９日）

昭和５１年度 河川課

6336 13 昭和51年発生気象状況調書 静岡県河川区域調書　（昭和50年４月12日） 昭和５１年度 河川課

6336 14 昭和51年発生気象状況調書 砂防設備台帳 河川課

6337 1 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧　No.10）（昭和52年11月
16～17日）

昭和５２年度 河川課

6337 2 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧　No.７）（昭和52年８月
12～14日）

昭和５２年度 河川課

6337 3 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧　No.８）　（昭和52年８
月16～19日）

昭和５２年度 河川課

6337 4 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（台風９号及び前線　No.９）（昭
和52年９月７～10日）

昭和５２年度 河川課

6337 5 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧による風雨　No.１）　
（昭和52年３月23～24日）

昭和５１年度 河川課

6337 6 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧　No.２）　（昭和52年４
月15～16日）

昭和５２年度 河川課

6337 7 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧及び前線による集中豪雨　
No.３）　（昭和52年５月15日）

昭和５２年度 河川課

6337 8 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧及び前線　No.４）（昭和
52年６月２～３日）

昭和５２年度 河川課

6337 9 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（梅雨前線　No.５）　（昭和52年
６月24～25日）

昭和５２年度 河川課

6337 10 昭和52年発生気象状況調書
気象状況調書（豪雨　No.６）　（昭和52年７月
28～29日）

昭和５２年度 河川課

6337 11 昭和52年発生気象状況調書 静岡県河川区域調書（昭和51年４月１日） 昭和５２年度 河川課

6338 1 昭和53年発生気象状況調書
地震状況調書（伊豆大島近海地震　No.１）　
（昭和53年1月14日）

昭和５２年度 河川課

6338 2 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧による降雨　No.２）（昭
和53年３月10日）

昭和５２年度 河川課

6338 3 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧による降雨　No.３）（昭
和53年３月28日）

昭和５２年度 河川課

6338 4 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧　No.４）　（昭和53年４
月６日）

昭和５３年度 河川課
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6338 5 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧による豪雨　No.５）（昭
和53年５月18～19日）

昭和５３年度 河川課

6338 6 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（梅雨前線豪雨　No.６）（昭和53
年６月20～26日）

昭和５３年度 河川課

6338 7 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（台風７号８号による波浪　No.
７）（昭和53年７月28日～８月３日）

昭和５３年度 河川課

6338 8 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（停滞前線豪雨　No.８）（昭和53
年９月11～12日）

昭和５３年度 河川課

6338 9 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（熱帯低気圧豪雨　No.９）（昭和
53年９月16日）

昭和５３年度 河川課

6338 10 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（秋雨前線豪雨　No.10）（昭和53
年９月29～30日）

昭和５３年度 河川課

6338 11 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（地すべり　No.11）（昭和53年10
月22日）

昭和５３年度 河川課

6338 12 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（低気圧豪雨　No.12）（昭和53年
10月28～29日）

昭和５３年度 河川課

6338 13 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（地すべり　No.13）（昭和53年11
月27日）

昭和５３年度 河川課

6338 14 昭和53年発生気象状況調書
気象状況調書（伊豆東部群発地震　No.14）（昭
和53年12月３日）

昭和５３年度 河川課

6339 1 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.１（風浪） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.30 河川課

6339 2 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.２（低気圧豪雨） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.30 河川課

6339 3 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.３（低気圧豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 8 河川課

6339 4 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.４（低気圧豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 5. 8 河川課

6339 5 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.５（梅雨前線豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 7. 2 河川課

6339 6 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.６（梅雨前線豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 7.18 河川課

6339 7 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.７（８月17日～22日の豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.22 河川課

6339 8 昭和54年発生気象状況調書
気象状況調書　No.８（８月22日～23日の台風11
号に伴う波浪（うねり））

昭和５４年度 (起)昭54. 8.23 河川課

6339 9 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.９（台風16号に伴う豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54.10. 1 河川課

6339 10 昭和54年発生気象状況調書
気象状況調書　No.10（10月６日～７日の台風18
号に伴う豪雨）

昭和５４年度 (起)昭54.10. 7 河川課

6339 11 昭和54年発生気象状況調書
気象状況調書　No.11（10月14日～19日の台風20
号）

昭和５４年度 (起)昭54.10.19 河川課
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6339 12 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.１（風浪） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.30 河川課

6339 13 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.２（低気圧豪雨） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.30 河川課

6339 14 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.３（低気圧豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 8 河川課

6339 15 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.４（低気圧豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 5. 8 河川課

6339 16 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.５（梅雨前線豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 7. 2 河川課

6339 17 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.６（梅雨前線豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 7.18 河川課

6339 18 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.７（８月17日～22日の豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.22 河川課

6339 19 昭和54年発生気象状況調書 気象状況調書　No.９（台風16号に伴う豪雨） 昭和５４年度 (起)昭54.10. 1 河川課

6339 20 昭和54年発生気象状況調書
気象状況調書　No.10（10月６日～７日の台風18
号に伴う豪雨）

昭和５４年度 (起)昭54.10. 7 河川課

6339 21 昭和54年発生気象状況調書
気象状況調書　No.８（８月22日～23日の台風11
号に伴う波浪（うねり））

昭和５４年度 (起)昭54. 8.23 河川課

6339 22 昭和54年発生気象状況調書
気象状況調書　No.11（10月14日～19日の台風20
号）

昭和５４年度 (起)昭54.10.19 河川課

6340 1 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.１（３月10日の低気圧に伴う
波浪（うねり））

昭和５４年度 (起)昭55. 3.10 河川課

6340 2 昭和55年発生気象状況調書 気象状況調書　No.２（３月12日の地震） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.12 河川課

6340 3 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.３（３月31日～４月１日の低
気圧豪雨）

昭和５５年度 (起)昭55. 4. 1 河川課

6340 4 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.４（４月12日～14日の低気圧
豪雨）

昭和５５年度 (起)昭55. 4.14 河川課

6340 5 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.５（５月21日～22日の台風３
号に伴う波浪（うねり））

昭和５５年度 (起)昭55. 5.22 河川課

6340 6 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.６（５月25日～26日の低気圧
豪雨）

昭和５５年度 (起)昭55. 5.26 河川課

6340 7 昭和55年発生気象状況調書 気象状況調書　No.７（５月26日の地すべり） 昭和５５年度 (起)昭55. 5.26 河川課

6340 8 昭和55年発生気象状況調書 気象状況調書　No.８（梅雨前線豪雨） 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 9 河川課

6340 9 昭和55年発生気象状況調書
地震状況調書　No.９（６月29日伊豆半島東方沖
地震）

昭和５５年度 (起)昭55. 6.29 河川課

6340 10 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.10（７月30日～31日の低気圧
豪雨）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.31 河川課
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6340 11 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.11（９月６日～７日の前線豪
雨）

昭和５５年度 (起)昭55. 9. 7 河川課

6340 12 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.12（９月10日～12日の台風13
号）

昭和５５年度 (起)昭55. 9.12 河川課

6340 13 昭和55年発生気象状況調書 気象状況調書　No.13（10月14日の台風19号） 昭和５５年度 (起)昭55.10.14 河川課

6340 14 昭和55年発生気象状況調書 気象状況調書　No.14（10月26日の低気圧） 昭和５５年度 (起)昭55.10.26 河川課

6340 15 昭和55年発生気象状況調書
気象状況調書　No.15（11月21日～22日の低気圧
豪雨）

昭和５５年度 (起)昭55.11.22 河川課

6341 1 静岡県海岸汀線調査 熱川海岸 昭和５５年度 河川課

6341 2 静岡県海岸汀線調査 牛臥海岸 昭和５５年度 河川課

6341 3 静岡県海岸汀線調査 清水海岸 昭和５５年度 河川課

6341 4 静岡県海岸汀線調査 静岡海岸 昭和５５年度 河川課

6341 5 静岡県海岸汀線調査 広野海岸 昭和５５年度 河川課

6341 6 静岡県海岸汀線調査 片浜海岸 昭和５５年度 河川課

6341 7 静岡県海岸汀線調査 御前崎海岸 昭和５５年度 河川課

6341 8 静岡県海岸汀線調査 浜岡海岸 昭和５５年度 河川課

6341 9 静岡県海岸汀線調査 大浜海岸 昭和５５年度 河川課

6341 10 静岡県海岸汀線調査 福田・磐田・竜洋海岸 昭和５５年度 河川課

6341 11 静岡県海岸汀線調査 湖西海岸 昭和５５年度 河川課

6342 1
県営住宅地質調査報告書　登呂団
地

昭和52年度県営団地登呂団地地質調査報告書 昭和５２年度 (収)昭52. 5.  
建設基礎調査設
計事務所

6343 1
県営住宅地質調査報告書　平島団
地

昭和52年度県営団地平島団地地質調査報告書 昭和５２年度 (収)昭52. 5.  
道路土質調査株
式会社

6344 1
県営住宅地質調査報告書　三輪団
地

昭和52年度県営団地三輪団地地質調査報告書 昭和５２年度 (収)昭52. 5.  
土屋産業株式会
社

6345 1
県営住宅地質調査報告書　興津団
地

昭和53年度県営住宅興津団地地質調査　報告書 昭和５３年度 住宅課

6345 2
県営住宅地質調査報告書　興津団
地

昭和53年度県営住宅原団地地質調査　報告書 昭和５３年度 住宅課
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6346 1
県営住宅地質調査報告書　浜松南
平団地

昭和53年度県営住宅南平団地地質調査　昭和53年
４月

昭和５３年度 住宅課

6346 2
県営住宅地質調査報告書　浜松南
平団地

昭和53年度県営住宅湖西団地地質調査　報告書 昭和５３年度 住宅課

6347 1 県営住宅地質調査報告書　原団地
昭和54年度県営住宅原団地地質調査（沼津市大塚
地内）　報告書

昭和５４年度 住宅課

6347 2 県営住宅地質調査報告書　原団地
昭和54年度県営住宅上島団地地質調査（浜松市）　
報告書

昭和５４年度 住宅課

6347 3 県営住宅地質調査報告書　原団地
昭和54年度県営住宅瀬古団地地質調査（藤枝市）　
報告書

昭和５４年度 住宅課

6348 1
県営住宅地質調査報告書　羽高団
地

昭和55年度県営住宅羽高団地地質調査委託（静岡
市）　報告書

昭和５５年度 住宅課

6348 2
県営住宅地質調査報告書　羽高団
地

昭和55年度県営住宅安間団地地質調査委託（浜松
市）　報告書

昭和５５年度 住宅課

6348 3
県営住宅地質調査報告書　羽高団
地

昭和55年度県営住宅やよい団地建築工事地質調査
（岡部町）　報告書

昭和５５年度 住宅課

6348 4
県営住宅地質調査報告書　羽高団
地

昭和55年度県営住宅富士見台団地建築工事地質調
査（岡部町）　報告書

昭和５５年度 住宅課

6349 1 県営有明団地電波障害関係（１）
県営住宅有明団地の建設に伴う電波障害対策の打
合せについて

昭和５５年度
(起)昭55.11.19
(決)昭55.11.19
(施)昭55.11.20

住宅課

6349 2 県営有明団地電波障害関係（１） 昭和55年度県営住宅有明団地電波障害対策 昭和５５年度 (起)昭55.10. 6 住宅課

6349 3 県営有明団地電波障害関係（１） 建造物によるテレビ受診障害の事前検討について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.11 住宅課

6349 4 県営有明団地電波障害関係（１） 建造物によるテレビ受診障害調査（依頼） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 1.28
(施)昭55. 1.31

住宅課

6350 1 県営有明団地電波障害関係（２）
県営住宅有明団地電波障害対策工事地元説明会
（八幡）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.10 住宅課

6351 1 八幡地区テレビ共聴組合名簿 八幡地区テレビ共聴組合名簿 昭和５７年度 住宅課

6352 1
県営有明団地電波障害対策工事確
認書

県営住宅有明団地電波障害対策工事完成による確
認書（No.200～アンテナ16）

昭和５６年度 (起)昭57. 3.20 住宅課

6353 1 幹部職員会議資料 知事　年頭あいさつ 昭和５５年度 人事課

6353 2 幹部職員会議資料 幹部職員会議　山本知事講和 昭和５５年度 人事課

6353 3 幹部職員会議資料 幹部職員会議　知事説示資料 昭和５５年度 人事課

6353 4 幹部職員会議資料 幹部職員会議の日程変更について 昭和５５年度 (起)昭55. 4. 7 人事課

6353 5 幹部職員会議資料 幹部職員会議の開催について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.31 人事課
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6353 6 幹部職員会議資料 部内幹部職員会議の開催について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.31 人事課

6354 1 （財）静岡県海外協会監査書類 昭和60年４月監査提出資料 昭和６０年度 国際課

6354 2 （財）静岡県海外協会監査書類 昭和59年４月監査提出資料 昭和５９年度 国際課

6354 3 （財）静岡県海外協会監査書類
昭和57年度当協会事業報告収入支出決算について
（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 4.27
(施)昭58. 4.27

国際課

6354 4 （財）静岡県海外協会監査書類
昭和57年度当会事業執行状況及び決算監査につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 4.27
(施)昭58. 4.27

国際課

6354 5 （財）静岡県海外協会監査書類 昭和55年度監査提出書類について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.15
(決)昭56. 5.16
(施)昭56. 5.18

国際課

6354 6 （財）静岡県海外協会監査書類
昭和55年度当会事業執行状況及び決算監査につい
て（依頼）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.11
(決)昭56. 5.11
(施)昭56. 5.11

国際課

6354 7 （財）静岡県海外協会監査書類
昭和54年度当協会事業報告歳入歳出決算書及び財
産目録等について（伺）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.15
(決)昭55. 5.15
(施)昭55. 5.15

国際課

6355 1 外務大臣あて業務報告
昭和59年度事業報告、収支決算書及び昭和60年度
事業計画、収支予算書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

国際課

6355 2 外務大臣あて業務報告 当課主管公益法人の現況調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.17
外務大臣官房領
事移住部移住課
長

6355 3 外務大臣あて業務報告
理事の変更及び昭和58年度事業報告、収支決算書
並びに昭和59年度事業計画、収支決算書の提出に
ついて（報告）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.29
(決)昭59. 6.30
(施)昭59. 7. 2

国際課

6355 4 外務大臣あて業務報告
昭和57年度事業報告、収支決算書及び昭和58年度
事業計画、収支決算書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 6
(決)昭58. 7.11
(施)昭58. 7.13

国際課

6355 5 外務大臣あて業務報告 「移住関係団体」の改訂について 昭和５８年度
(起)昭58. 3.23
(決)昭58. 4. 2
(施)昭58. 4. 4

国際課

6355 6 外務大臣あて業務報告
昭和56年度事業報告、収支決算書及び昭和57年度
事業計画、収支決算書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.26
(決)昭57. 5.27
(施)昭57. 5.27

国際課

6355 7 外務大臣あて業務報告
昭和55年度事業報告、収支決算書及び昭和56年度
事業計画、収支決算書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.16
(決)昭56. 7.16
(施)昭56. 7.16

国際課

6355 8 外務大臣あて業務報告
昭和54年度事業報告、収支決算書及び昭和55年度
事業計画、収支決算書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.28
(決)昭55. 5.28
(施)昭55. 5.28

国際課

6356 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物増築許可

工作物増築許可について（申請者　静岡県知事） 昭和５５年度
(起)昭55.11. 5
(決)昭55.11. 6
(施)昭55.11. 6

自然保護課

6356 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物増築許可

工作物増築の許可申請について（申請者　静岡県
知事）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.22
(決)昭55. 9.22
(施)昭55. 9.24

自然保護課

6357 1
富士箱根伊豆国立公園内公園事業
執行認可事項変更承認

国立公園内公園事業執行許可事項変更承認につい
て（申請者　株式会社桂川）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.18
(決)昭55. 9.18
(施)昭55. 9.18

自然保護課

6357 2
富士箱根伊豆国立公園内公園事業
執行認可事項変更承認

国立公園内公園事業執行許可事項の変更承認申請
について（申請者　株式会社桂川）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9. 2

自然保護課
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6358 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の増築協議

工作物の増築協議について（協議者　平塚営林
署）

昭和５５年度
(起)昭55.10.16
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.18

自然保護課

6358 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の増築協議

工作物増築の協議について（協議者　平塚営林
署）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 3
(決)昭55.10. 6
(施)昭55.10. 6

自然保護課

6359 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築協議

工作物の新築協議について（協議者　日本電信電
話公社）

昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.11

自然保護課

6359 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築協議

工作物新築の協議について（協議者　日本電信電
話公社）

昭和５５年度
(起)昭55.10.21
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.27

自然保護課

6360 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
仮工作物の新築協議

仮工作物の新築協議について（協議者　日本電信
電話公社）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 7
(決)昭55.10. 7
(施)昭55.10. 7

自然保護課

6360 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
仮工作物の新築協議

工作物の新築協議について（協議者　日本電信電
話公社）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(決)昭55. 9.26
(施)昭55. 9.26

自然保護課

6361 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物新築の協議

工作物新築の協議について（協議者　 国立湊病
院）

昭和５５年度
(起)昭55.10.29
(決)昭55.10.30
(施)昭55.10.30

自然保護課

6361 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物新築の協議

工作物の新築の協議について（協議者　 国立湊
病院）

昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.18

自然保護課

6362 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
仮工作物の新築協議

仮工作物の新築協議について（協議者　日本電信
電話公社）

昭和５５年度
(起)昭55.10.29
(決)昭55.10.30
(施)昭55.10.30

自然保護課

6362 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
仮工作物の新築協議

工作物新築の協議について（協議者　日本電信電
話公社）

昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.18

自然保護課

6363 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
堂ヶ島宿舎事業譲渡他

堂ヶ島宿舎事業譲渡承継承認について（申請者　
小松観光株式会社他）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 5
(決)昭55. 9. 5
(施)昭55. 9. 5

自然保護課

6363 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
堂ヶ島宿舎事業譲渡他

事業譲渡承継承認について（申請者　小松観光株
式会社他）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.18
(決)昭55. 7.22
(施)昭55. 7.22

自然保護課

6364 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築

工作物の新築について（申請者　沼津市） 昭和５５年度
(起)昭55.10. 6
(決)昭55.10. 8
(施)昭55.10. 8

自然保護課

6364 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築

工作物築の許可申請について（申請者　沼津市） 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8.11
(施)昭55. 8.12

自然保護課

6365 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築及び増築

工作物の新築及び増築について（静岡県） 昭和５５年度
(起)昭55.10.15
(決)昭55.10.15
(施)昭55.10.15

自然保護課

6365 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築及び増築

工作物の新（増、改）築の許可申請について（申
請者　静岡県）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 8.30
(施)昭55. 8.30

自然保護課

6366 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築許可

工作物の新築許可について（申請者　静岡県） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(決)昭55. 9.25
(施)昭55. 9.25

自然保護課

6366 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築許可

工作物の新築の許可申請について（申請者　静岡
県）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.12
(決)昭55. 8.13
(施)昭55. 8.14

自然保護課

6367 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築許可

工作物新築許可について（申請者　土肥町農協協
同組合）

昭和５５年度
(起)昭55.10.14
(決)昭55.10.16
(施)昭55.10.16

自然保護課

6367 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
工作物の新築許可

工作物新築の許可申請について（申請者　土肥町
農協協同組合）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.26
(決)昭55. 8.27
(施)昭55. 8.27

自然保護課

6368 1
富士箱根伊豆国立公園内公園事業
執行承認事項変更承認

富士箱根伊豆国立公園内公園事業執行承認事項変
更承認について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 2
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9.12

自然保護課
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6368 2
富士箱根伊豆国立公園内公園事業
執行承認事項変更承認

富士箱根伊豆国立公園内公園事業執行承認事項の
変更申請について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 8. 1

自然保護課

6369 1
富士箱根伊豆国立公園内公園事業
執行承認事項の変更承認

富士箱根伊豆国立公園内公園事業執行承認事項の
変更承認について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.20
(決)昭55. 9.22
(施)昭55. 9.24

自然保護課

6369 2
富士箱根伊豆国立公園内公園事業
執行承認事項の変更承認

富士箱根伊豆国立公園内伊豆山稜線道路事業執行
承認事項変更承認申請について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.18
(施)昭55. 4.19

自然保護課

6369 3
富士箱根伊豆国立公園内公園事業
執行承認事項の変更承認

国立公園事業執行承認事項変更承認申請書附属資
料

昭和５５年度 (起)昭55. 7.16 自然保護課

6370 1 業務省力化補助金交付要綱
社会福祉施設等設備整備費補助金交付要綱の一部
改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(施)昭54. 5.15

社会課

6370 2 業務省力化補助金交付要綱
社会福祉施設等設備整備費補助金交付要綱の一部
改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 8
(決)昭52. 9.16
(施)昭52. 9.16

社会課

6370 3 業務省力化補助金交付要綱
社会福祉施設等設備整備費（業務省力化設備費・
消防用設備費）補助金交付要綱の制定について

昭和５１年度
(起)昭51.10.28
(決)昭51.12.28
(施)昭52. 1. 6

社会課

6371 1
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

保健所運営報告の改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.21
(決)昭54. 9.21
(施)昭54. 9.22

医務課

6371 2
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

保健所運営報告の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 6
(決)昭54. 8. 8
(施)昭54. 8. 8

医務課

6371 3
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例（衛生関係）の記入要領及び審査要
領の一部改正について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54.10.16
(決)昭54.10.20
(施)昭54.10.20

医務課

6371 4
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例（衛生関係）の記入要領及び審査要
領の一部改正について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 6
(決)昭54. 8. 8
(施)昭54. 8. 8

医務課

6371 5
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

衛生統計調査、厚生省報告例の提出について（依
頼）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 8
(決)昭54. 6.26
(施)昭54. 6.26

医務課

6371 6
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例（衛生関係）の記入要領及び審査要
領の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.22
(決)昭53. 9.27
(施)昭53. 9.27

医務課

6371 7
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例（衛生関係）の記入要領の一部整備
について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.16
(決)昭52. 8.17
(施)昭52. 8.17

医務課

6371 8
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例（衛生関係）の記入要領及び審査要
領の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51.10. 5
(決)昭51.10. 9

医務課

6371 9
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例の記入要領の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 5
(決)昭49. 1. 5
(施)昭49. 1. 7

医務課

6371 10
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例（衛生関係）の記入要領及び審査要
領の一部改正について

昭和４８年度 (起)昭48.11.16 医務課

6371 11
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例の記入要領の一部改正について 昭和４８年度
(起)昭48.10. 6
(決)昭48.10. 8
(施)昭48.10.11

医務課

6371 12
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例「第24食品衛生製品検査」の作成に
ついて

昭和４７年度
(起)昭47.12.14
(決)昭47.12.14
(施)昭47.12.15

医務課

6371 13
厚生省報告例（衛生関係）の作成
要領等

厚生省報告例（衛生関係）の記入要領及び審査要
領の一部改正について（通知）

昭和４７年度
(起)昭47.12.13
(決)昭47.12.14
(施)昭47.12.15

医務課

6372 1
総合型構造改善事業（自動車分解
整備業）

中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業の自
動車分解整備業部会の開催について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 1.30
(施)昭55. 1.30

工業課
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6372 2
総合型構造改善事業（自動車分解
整備業）

静岡県近代化協議会自動車分解整備部会議事録 昭和５４年度 (収)昭55. 2.13

6373 1
総合型構造改善事業（自動車整
備）

日本自動車整備商工組合連合会の構造改善計画の
承認について

昭和５４年度 (収)昭54. 7.26
運輸省自動車局
長

6374 1 工場団地関係・西伊豆工業団地 工場移転用地造成事業説明資料 昭和５１年度 西伊豆町

6375 1
工場団地関係・西伊豆工業団地工
場アパート

西伊豆町工場アパートについて 昭和５２年度 (起)昭52.10.19 工業課

6376 1
工場団地関係・静岡機械金属工業
団地

中小企業振興資金（団地造成資金）対象用地内の
増設届

昭和５１年度 (収)昭51. 5.11
株式会社丸仲鉄
工所

6376 2
工場団地関係・静岡機械金属工業
団地

中小企業高度化資金（工場集団化）の繰上償還届
出書の受理について（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.11
(決)昭51. 5.22
(施)昭51. 5.24

工業課

6376 3
工場団地関係・静岡機械金属工業
団地

近代化資金貸付対象物件協業により債務移転承認
申請書（進達）

昭和５１年度 (収)昭51. 4.26
静岡機械金属工
業団地協同組合

6377 1 石油需要実態調査 石油需要実態調査ご協力のお願い 昭和５４年度 工業課

6377 2 石油需要実態調査 業種分類番号内訳 工業課

6377 3 石油需要実態調査 石油需要実態調査集計結果 工業課

6378 1 島田市史　上巻 島田市史　上巻 昭和５２年度
島田市史編纂委
員会

6379 1 島田市史　中巻 島田市史　中巻 昭和５２年度
島田市史編纂委
員会

6380 1 島田市史　下巻 島田市史　下巻 昭和５２年度
島田市史編纂委
員会

6381 1 牧堰門池用水沿革史 牧堰門池用水沿革史 昭和５３年度
沼津市門池牧堰
用水運営委員会

6382 1 愛知県開拓史 愛知県開拓史　戦後開拓資料編 昭和５５年度
愛知県開拓史研
究会

6383 1 寺谷用水年表 寺谷用水年表 昭和５１年度
寺谷用水土地改
良区

6384 1 国営天竜下流地区関連年表 国営天竜下流地区関連年表 昭和５１年度
寺谷用水土地改
良区

6385 1 水管理改良施設実態調査報告書 昭和51年度水管理改良施設実態調査報告書 昭和５１年度 関東農政局

6386 1 計画基準作成調査報告書
昭和51年度計画基準作成調査報告書　釜無川右岸
地区

昭和５１年度 関東農政局

6387 1
農業用地下水の利用実態（資料
編）

農業用地下水の利用実態（資料編） 昭和５３年度
農林水産省構造
改善局

6388 1
畑地集約農業対策基盤整備調査報
告書

昭和53年度畑地集約農業対策基盤整備調査報告書　
［三島地区］

昭和５３年度 関東農政局
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6389 1 天竜川下流 天竜川下流 昭和５４年度

6390 1 利水団体実態調査中間集計 利水団体実態調査中間集計　昭和55年５月 昭和５５年度
農林水産省構造
改善局

6391 1
農業水利合理化に関する調査研究
報告書

農業水利合理化に関する調査研究報告書　昭和56
年３月

昭和５５年度
（財）水利科学
研究所

6392 1 農業水利機構類型化調査報告書
昭和54年度農業水利機構類型化調査報告書　昭和
55年３月

昭和５４年度
（財）日本農業
土木総合研究所

6393 1 水利調整組織機能整備調査報告書
昭和54年度水利調整組織機能整備調査報告書　昭
和55年３月

昭和５４年度
（財）日本農業
土木総合研究所

6394 1
農業水利組織研究会資料（その
１）

農業水利組織研究会資料（その１）　昭和55年６
月

昭和５５年度
（財）日本農業
土木総合研究所

6395 1
排水技術を中心とした水田高度利
用技術関連試験研究現地検討会結
果の概要

排水技術を中心とした水田高度利用技術関連試験
研究現地検討会結果の概要

昭和５３年度
農林水産技術課
異議事務局

6396 1 農地開発可能地分級調査カード 昭和51年度農地開発可能地分級調査カード 昭和５１年度 農地計画課

6397 1 農用地開発可能地分級調査 昭和51年度農用地開発可能地分級調査 昭和５１年度 農地計画課

6398 1 開発可能地分級調査　集落調書 開発可能地分級調査　集落調書 昭和５１年度 農地計画課

6399 1 農地開発可能地基本台帳 農地開発可能地基本台帳 昭和５０年度
農林水産省構造
改善局

6400 1 農地開発事業計画審査指針（案）
農地開発事業計画審査指針（案）　補助農用地開
発関係様式集

昭和５５年度
農林水産省構造
改善局

6401 1
大規模施設高度利用調査報告書
（大井川）

大規模施設高度利用調査報告書－大井川地区－ 昭和５０年度 関東農政局

6402 1 続大浜町誌 続大浜町誌　農政編 昭和４７年度 小笠郡大浜町

6403 1 大井川土地改良区誌 大井川土地改良区誌 昭和５１年度
大井川土地改良
区

6404 1 三方原開拓創立三十周年記念 創立30周年記念誌 昭和５３年度
三方原開拓３０
周年記念事業会

6405 1 和歌山の土地改良史 和歌山県の土地改良誌 昭和４４年度
和歌山県土地改
良事業団体連合
会

6406 1 鹿児島の土地利用 鹿児島の土地改良－30年のあゆみ－ 昭和５４年度 鹿児島県

6407 1 富士緒井路水利用 富士諸井路水利史（大分県） 昭和５０年度 大分県

6408 1 豊川用水技術史 豊川用水技術誌 昭和４３年度 愛知用水公団
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6409 1 「飼料安全法」行政監察関係資料
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法
律」に関する行政監察資料の提出について

昭和５５年度
(起)昭55.10.27
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.27

畜産課

6409 2 「飼料安全法」行政監察関係資料 行政監察庁による定期監査の実施について 昭和５５年度
(起)昭55.10.20
(決)昭55.10.21
(施)昭55.10.21

畜産課

6410 1 遠州灘漁場開発（浮魚礁） 舞阪沖漁礁の利用状況について 昭和５３年度 (起)昭53. 8.29 水産課

6411 1 農産種苗法 種苗法説明会の開催について 昭和５３年度 (収)昭53.10.25 農林水産省

6412 1 幼稚仔海上育苗施設
餌料生物培養プレートの開発関する委託契約につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52.12.16
(決)昭52.12.20

水産課

6413 1
魚病指導総合センター（各県計画
書）

魚病指導総合センター推進検討会議資料 昭和５４年度 水産課

6414 1 タイヤ魚礁 新案タイヤ漁礁の提案に対する回答について 昭和５２年度
(起)昭52.12.21
(決)昭52.12.27
(施)昭52.12.27

水産課

6415 1
沿岸漁場整備開発事業ブロック会
議

復命書 昭和５５年度 (起)昭55. 7.28 水産課

6416 1 沿岸漁場整備開発調査 沿岸魚場整備開発調査事業実施計画について 昭和５１年度 (起)昭51. 4.12 水産課

6417 1 遠州灘開発調査事業
昭和53年度国土総合開発事業調査費の要求につい
て

昭和５２年度 水産課

6417 2 遠州灘開発調査事業
昭和52年度遠州灘魚場開発調査事業（漁礁設置写
真）

昭和５２年度 水産課

6417 3 遠州灘開発調査事業 昭和53年度遠州灘開発調査プラコン漁礁製作写真 昭和５２年度 水産課

6418 1
静岡県環境アセスメント研究協議
会

環境アセスメント研究協議会 技術部会等資料集 昭和５５年度 水産課

6419 1 古タイヤの再利用に関する研究 古タイヤの再利用に関する研究資料集 昭和５２年度 水産課

6420 1 魚病関係資料 魚病関係資料集 昭和５４年度 水産課

6421 1 栽培漁業関係綴 東遠地区モデル定住圏計画について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.26
(決)昭55. 2.27
(施)昭55. 2.27

水産課

6421 2 栽培漁業関係綴 魚礁担当研究者会議の開催について 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 9 水産課

6421 3 栽培漁業関係綴
昭和55年度大規模増殖場開発事業調査新規要望地
区検討会について

昭和５４年度 (起)昭55. 2. 5 水産課

6421 4 栽培漁業関係綴
昭和55年度当初予算関係営繕工事依頼概要書の提
出について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.13
(決)昭55. 2.16
(施)昭55. 2.16

水産課

6421 5 栽培漁業関係綴 人口魚礁関連調査研究報告・資料の調査について 昭和５４年度
(起)昭54.12.26
(決)昭54.12.26
(施)昭54.12.26

水産課

6421 6 栽培漁業関係綴 モデル定住圏計画の特別事業について 昭和５４年度 (起)昭54.12. 6 水産課
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6422 1
省資源養殖パイロット事業（養鰻
施設）松友漁業生産組合　No.１

昭和55年度省資源養殖パイロット事業松友漁業生
産組合養鰻施設　（交付申請書）

昭和５５年度 (収)昭56. 3. 4
松友漁業生産組
合

6423 1
省資源養殖パイロット事業（養鰻
施設）松友漁業生産組合　No.２

昭和55年度省資源養殖パイロット事業松友漁業生
産組合養鰻施設　（実施設計書）

昭和５６年度 (収)昭56. 4.15
松友漁業生産組
合

6424 1
省資源養殖パイロット事業（養鰻
施設）松友漁業生産組合　No.３

昭和55年度省資源養殖パイロット事業松友漁業生
産組合養鰻施設　（精算設計書）

昭和５６年度 (収)昭56. 9.10
松友漁業生産組
合

6425 1
省資源養殖パイロット事業（養鰻
施設）丸川漁業生産組合　No.１

昭和55年度省資源養殖パイロット事業丸川漁業生
産組合養鰻施設　（交付申請書）

昭和５５年度 (収)昭56. 3. 4
丸川漁業生産組
合

6426 1
省資源養殖パイロット事業（養鰻
施設）丸川漁業生産組合　No.２

昭和55年度省資源養殖パイロット事業丸川漁業生
産組合養鰻施設　（実施設計書）

昭和５６年度 (収)昭56. 5.15
丸川漁業生産組
合

6427 1
省資源養殖パイロット事業（養鰻
施設）丸川漁業生産組合　No.３

昭和55年度省資源養殖パイロット事業丸川漁業生
産組合養鰻施設　（精算設計書）

昭和５６年度 (収)昭56.10. 9
丸川漁業生産組
合

6428 1 200カイリ関係通達（対国外）

「北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の
地先沖合における1977年の漁業に関する日本国政
府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の
協定」の有効期間の延長に伴うソ連邦漁業水域内
における操業について

昭和５３年度 (収)昭54. 1.16 水産庁長官

6428 2 200カイリ関係通達（対国外）
太平洋諸島信託統治領の200海里漁業水域の設定
について

昭和５３年度 (収)昭53.12.20 水産庁長官

6428 3 200カイリ関係通達（対国外）
「漁業に関する日本国政府とニュー・ジーランド
政府との間の協定」の発効に伴うニュー・ジーラ
ンド水域内における操業について

昭和５３年度 (収)昭53.11.14 水産庁長官

6428 4 200カイリ関係通達（対国外）
ソロモン諸島200海里漁業水域内における操業に
ついて

昭和５３年度 (収)昭53.11.16 水産庁長官

6428 5 200カイリ関係通達（対国外） 韓国の領海法の施行について 昭和５３年度 (収)昭53. 9.22 水産庁長官

6428 6 200カイリ関係通達（対国外）
ギルバード諸島200海里操業水域内における操業
について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.31
(決)昭53. 8. 3
(施)昭53. 8. 3

水産課

6428 7 200カイリ関係通達（対国外）
パプア・ニューギニア200海里操業水域内におけ
る操業等について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.12
(施)昭53. 7.12

水産課

6428 8 200カイリ関係通達（対国外）
我が国漁業水域内における科学調査船の承認につ
いて（ソ連船）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.12
(施)昭53. 7.12

水産課

6428 9 200カイリ関係通達（対国外）
ギルバード200海里操業水域内における操業につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 4
(決)昭53. 7. 7
(施)昭53. 7. 7

水産課

6428 10 200カイリ関係通達（対国外） 日ソ漁業共同事業について 昭和５３年度 (収)昭53. 6. 2
水産庁海洋漁業
部長

6428 11 200カイリ関係通達（対国外） 北朝鮮周辺水域における操業について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 4 水産庁長官

6428 12 200カイリ関係通達（対国外） 韓国の領海法の施行について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 4 水産庁長官
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6428 13 200カイリ関係通達（対国外）
「漁業に関する日本国政府と南アフリカ共和国政
府との間の協定」の発効に伴う南アフリカ共和国
200海里漁業水域内における操業について

昭和５３年度 (収)昭53. 4.18 水産庁長官

6428 14 200カイリ関係通達（対国外）
遠洋底びき網漁業等に係る操業に関する制限又は
禁止の措置を定める告示等の一部改正等について

昭和５２年度 (収)昭52.12.23 水産庁長官

6428 15 200カイリ関係通達（対国外）
我が国漁船のニュージーランドの200海里経済水
域内における操業等について

昭和５２年度 (起)昭53. 3.29 水産課

6428 16 200カイリ関係通達（対国外）
ニュージーランド水域での操業等に関する都道府
県及び関係漁業団体に対する指導について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.20
(施)昭53. 3.22

水産課

6428 17 200カイリ関係通達（対国外） 北マリアナ水域における操業規制について 昭和５２年度 (収)昭53. 1.31
水産庁海洋漁業
部長

6428 18 200カイリ関係通達（対国外）
日ソ漁業損害賠償請求の非請求者の名称変更につ
いて

昭和５２年度 (収)昭53. 1.28 水産庁長官

6428 19 200カイリ関係通達（対国外）
ソ連邦漁業水域における罰金等支払保証書提供手
続について

昭和５２年度 (収)昭53. 1.28 水産庁長官

6428 20 200カイリ関係通達（対国外）

「北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の
地先沖合における1977年の漁業に関する日本国政
府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の
協定」の有効期間の延長に伴うソ連邦漁業水域内
における操業について

昭和５２年度 (収)昭53. 1.14 水産庁長官

6428 21 200カイリ関係通達（対国外）
南太平洋海域諸島の漁業水域侵犯等の防止につい
て

昭和５２年度 (収)昭53. 1.14 水産庁長官

6428 22 200カイリ関係通達（対国外）
遠洋底びき網漁業等に係る操業に関する制限又は
禁止の措置を定める告示等の一部改正等について

昭和５２年度 (収)昭52.12.23 水産庁長官

6428 23 200カイリ関係通達（対国外）
米国北マリアナ水域における漁業（カツオ・マグ
ロ漁業を除く）の操業規制について

昭和５２年度 (収)昭53. 1. 5
水産庁海洋漁業
部長

6428 24 200カイリ関係通達（対国外）
米国200海里水域内操業の許可申請について（か
つお・まぐろ漁業）

昭和５２年度 (収)昭52.12.13
水産庁海洋漁業
部長

6428 25 200カイリ関係通達（対国外）
ニュージーランド200海里水域における暫定措置
の一部変更について

昭和５２年度
(起)昭52.12. 7
(決)昭52.12.14

水産課

6428 26 200カイリ関係通達（対国外）
昭和52年度ニュージーランド周辺水域におけるい
かつり漁業の承認について

昭和５２年度 (収)昭52.10.31 水産庁長官

6428 27 200カイリ関係通達（対国外）
パプア・ニューギニアの地先沖合におけるまぐろ
はえなわ漁業の操業期間の延長について

昭和５２年度 (収)昭52. 9. 8 水産庁長官

6428 28 200カイリ関係通達（対国外） 日ソ漁業暫定協定の実施について 昭和５２年度 (収)昭52.11. 4
水産庁海洋漁業
部長

6428 29 200カイリ関係通達（対国外）
北朝鮮の200海里経済水域設定に伴う北朝鮮周辺
海域における操業について

昭和５２年度 (収)昭52. 7.28 水産庁長官

6428 30 200カイリ関係通達（対国外） 北朝鮮周辺水域における操業について 昭和５２年度 (収)昭52. 9.24 水産庁長官

6428 31 200カイリ関係通達（対国外）
ニュージーランド200海里水域における暫定措置
について

昭和５２年度 (起)昭52.10.17 水産課
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6428 32 200カイリ関係通達（対国外）

「北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の
地先沖合における1977年の漁業に関する日本国政
府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の
協定」の発効に伴うソ連邦漁業水域内における操
業について

昭和５２年度 (収)昭52. 7. 8 水産庁長官

6428 33 200カイリ関係通達（対国外）
我が国漁船のインドネシア諸島間の水域の通行に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 8.19
(決)昭52. 8.22

水産課

6428 34 200カイリ関係通達（対国外）
我が国漁船のインドネシア諸島間の水域の通行に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 7.22
(決)昭52. 7.26

水産課

6429 1 伊豆近海地震調査 震害調査表（書式）
運輸省港湾技術
研究所

6429 2 伊豆近海地震調査 震害調査表　田子漁港 昭和５２年度 (起)昭53. 1.25 漁港課

6429 3 伊豆近海地震調査 震害調査表　稲取漁港 昭和５２年度 (起)昭53. 2.13 漁港課

6429 4 伊豆近海地震調査 震害調査表　安良里漁港 昭和５２年度 (起)昭53. 2. 7 漁港課

6430 1
懸案事項関係・境界確定熱海伊豆
山

裁決書の謄本の送付について 昭和５３年度
(起)昭53.12.11
(決)昭53.12.12
(施)昭53.12.12

公共用地課

6430 2
懸案事項関係・境界確定熱海伊豆
山

行政不服審査請求に伴う資料の提出について（伺
い）

昭和５３年度 (起)昭53.11.27 公共用地課

6430 3
懸案事項関係・境界確定熱海伊豆
山

異議申立に係る資料の提出について 昭和５３年度
(起)昭53.10. 5
(決)昭53.10. 7
(施)昭53.10.16

公共用地課

6431 1 懸案事項関係・東伊豆町片瀬 水路変更異議申請について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3. 8
(施)昭53. 3. 8

公共用地課

6432 1 懸案事項関係・裾野市千福紛争 （資料）

6433 1 懸案事項関係・福田町堤塘敷 公共用財産引継連絡管議会議事録 昭和４７年度 (起)昭47. 6.26 公共用地課

6433 2 懸案事項関係・福田町堤塘敷
公共用財産引継連絡幹事会における取り決め事項
の確認ならびに関係機関への周知について（伺
い）

昭和４７年度
(起)昭48. 1.16
(施)昭48. 1.17

公共用地課

6434 1 懸案事項関係・交換…清水八坂町 国有財産（道路敷）の交換について（伺い） 昭和５２年度 (起)昭52. 8. 3 公共用地課

6434 2 懸案事項関係・交換…清水八坂町 国有財産（不動産）交換申請について（副申） 昭和５２年度 (収)昭52. 5.28
静岡東土木事務
所長

6435 1 懸案事項関係・交換…富士市
建設省所管国有財産（認定外水路敷）の交換につ
いて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 3. 4
(決)昭50. 3.12
(施)昭51. 1.12

公共用地課

6435 2 懸案事項関係・交換…富士市
建設省所管国有財産（認定外道水路敷）の交換に
ついて（伺い）

昭和５０年度
(起)昭50. 3.13
(施)昭51. 1.12

公共用地課

6436 1
懸案事項関係・静岡国道工事事務
所

静岡国道工事事務所敷地旧河川敷の件 昭和５２年度 (起)昭52.10.26 公共用地課
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6437 1
懸案事項関係・沼津市柳沢ミニ
カート場

（資料）

6438 1 懸案事項関係・田宿川不法占用
復命書（一級河川田宿川にかかる不法占用につい
て）

昭和５０年度 (収)昭51. 2.17 河川課

6439 1
ゴルフ場内の国有財産調査（含公
園）

ゴルフ場内の国有財産調査 報告資料 昭和５６年度 公共用地課

6440 1
竜今寺川廃川譲与申請書（大東町
浜野）

河川法第93条第１項の規程による廃川敷地（国有
財産）の譲与について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.19
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.27

公共用地課

6441 1
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

市道館山寺弁天島線（浜松市庄内町） 昭和５２年度
(起)昭52. 5.20
(決)昭52. 5.20
(施)昭52. 5.20

道路維持課

6441 2
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道磐田細江線（細江町中川） 昭和５２年度
(起)昭52. 7.13
(決)昭52. 7.20
(施)昭52. 7.20

道路維持課

6441 3
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

一般国道152号（浜松市高林町～中沢町） 昭和５２年度
(起)昭52.11.26
(決)昭52.11.29
(施)昭52.11.30

道路維持課

6441 4
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道新城新居線（三ヶ日町下尾奈） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.28
(決)昭53. 2. 2
(施)昭53. 2. 2

道路維持課

6441 5
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道引佐館山寺線（細江町水野） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.17
(決)昭53. 3.22
(施)昭53. 3.22

道路維持課

6441 6
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道浜松環状線（浜松市伊佐地） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.17
(決)昭53. 3.22
(施)昭53. 3.22

道路維持課

6441 7
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道新城新居線（湖西市新所） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.13
(決)昭53. 3.22
(施)昭53. 3.22

道路維持課

6441 8
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道豊橋湖西線（湖西市吉美字川尻） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.17
(決)昭53. 3.22
(施)昭53. 3.22

道路維持課

6441 9
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道細江舞阪線（浜松市大人見町） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.23
(決)昭53. 1.27
(施)昭53. 1.27

道路維持課

6441 10
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

一般国道362号（三ヶ日町本坂） 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 1
(決)昭53. 5. 6
(施)昭53. 5. 6

道路維持課

6441 11
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道浜松環状線（浜松市伊佐地） 昭和５３年度
(起)昭53.12.26
(決)昭53.12.28
(施)昭53.12.28

道路維持課

6441 12
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道横尾根洗線（浜松市都田町） 昭和５３年度
(起)昭54. 1.13
(決)昭54. 1.25
(施)昭54. 1.25

道路維持課

6441 13
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

一般国道362号（浜松市都田町） 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 6
(決)昭54. 2.12
(施)昭54. 2.12

道路維持課

6441 14
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

一般国道362号（浜松市都田町） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.23
(決)昭54. 5. 1
(施)昭54. 5. 1

道路維持課

6441 15
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道引佐館山寺線（浜松市館山寺町） 昭和５４年度
(起)昭54.11.28
(決)昭54.11.28
(施)昭54.11.28

道路維持課

6441 16
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道新城新居線（湖西市利木字北浦） 昭和５４年度
(起)昭54.11.28
(決)昭54.11.28
(施)昭54.11.28

道路維持課

6441 17
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

一般国道362号（三ヶ日町釣字西坂～三ケ日塩
田）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.12
(決)昭55. 2.18
(施)昭55. 2.18

道路維持課
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6441 18
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

一般国道362号（三ヶ日町本坂字大上他） 昭和５４年度
(起)昭54.10. 5
(決)昭54.10.15
(施)昭54.10.15

道路維持課

6441 19
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道新所原停車場白須賀線（湖西市岡崎） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.27
(決)昭55. 3. 3
(施)昭55. 3. 3

道路維持課

6441 20
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道伊良湖岬白須賀線（湖西市白須賀） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.21
(決)昭55. 2.29
(施)昭55. 2.29

道路維持課

6441 21
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道新城新居線（湖西市利木字北浦） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.21
(決)昭55. 3. 3
(施)昭55. 3. 3

道路維持課

6441 22
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

一般国道362号（三ヶ日町釣字西坂） 昭和５４年度
(起)昭55. 2.28
(決)昭55. 3. 3
(施)昭55. 3. 3

道路維持課

6441 23
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

県道新所原停車場白須賀線（湖西市岡崎） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 9
(施)昭55. 7. 9

道路維持課

6441 24
不用物件の処理について（浜松土
木事務所）

一般国道362号（浜松市都田町） 昭和５４年度 (起)昭54. 5.28 道路維持課

6442 1
不用物件の処理について（富士土
木事務所）

県道三島富士線（富士市依田原～青島） 昭和５３年度
(起)昭53.12. 2
(決)昭53.12.16
(施)昭53.12.16

道路維持課

6442 2
不用物件の処理について（富士土
木事務所）

県道三島富士線（富士市依田原～青島） 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 1
(決)昭54. 5. 8
(施)昭54. 5. 8

道路維持課

6443 1
不用物件の処理について（天竜土
木事務所）

一般国道152号（天竜市船明字榎本～船明字寺
平）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.12. 1
(施)昭53.12. 1

道路維持課

6443 2
不用物件の処理について（天竜土
木事務所）

一般国道152号（天竜市船明字榎本～船明字寺
平）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.12. 1
(施)昭53.12. 1

道路維持課

6443 3
不用物件の処理について（天竜土
木事務所）

一般国道152号（天竜市相津） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.15
(決)昭54. 2.17
(施)昭54. 2.17

道路維持課

6443 4
不用物件の処理について（天竜土
木事務所）

県道静岡春野天竜線（春野町舟木） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.23
(決)昭54. 5. 1
(施)昭54. 5. 1

道路維持課

6443 5
不用物件の処理について（天竜土
木事務所）

一般国道152号（天竜市船明） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.16
(決)昭54. 9.19
(施)昭54. 9.19

道路維持課

6443 6
不用物件の処理について（天竜土
木事務所）

一般国道362号（春野町気田～豊岡） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.17
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.25

道路維持課

6443 7
不用物件の処理について（天竜土
木事務所）

県道水窪佐久間線（佐久間町出馬） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.22
(決)昭55. 9. 5
(施)昭55. 9. 5

道路維持課

6444 1
県有及び国有道路敷地の地区編入
承認申請書

一般国道152号の土地区画整理事業施行に伴う地
区編入承認について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 6
(決)昭54.11.12
(施)昭54.11.12

道路維持課

6445 1 生アス化に関する資料 復命書 昭和４９年度 (起)昭50. 2. 4 道路維持課

6445 2 生アス化に関する資料
昭和50年度より実施される生アス化に伴うアス
ファルトプラントの条件に対する回答

昭和４９年度 (起)昭50. 1.31 道路維持課

6445 3 生アス化に関する資料
昭和50年より実施される生アス化に伴うアスファ
ルトプラントの条件について

昭和４９年度
(起)昭50. 1. 6
(決)昭50. 1. 8
(施)昭50. 1. 8

道路維持課

6446 1 参考資料 アスファルト舗装に関する参考資料集 道路維持課
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6447 1 瀝青安定処理工資料 瀝青安定処理工関係資料集 昭和５２年度 道路維持課

6448 1
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（新居町） 昭和５４年度 河川課

6448 2
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（相良町） 昭和５４年度 河川課

6448 3
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（下田市） 昭和５４年度 河川課

6448 4
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（東伊豆町） 昭和５４年度 河川課

6448 5
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（河津町） 昭和５４年度 河川課

6448 6
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（松崎町） 昭和５４年度 河川課

6448 7
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（賀茂村） 昭和５４年度 河川課

6448 8
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（西伊豆町） 昭和５４年度 河川課

6448 9
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（熱海市） 昭和５４年度 河川課

6448 10
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（沼津市） 昭和５４年度 河川課

6448 11
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（三島市） 昭和５４年度 河川課

6448 12
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（御殿場市） 昭和５４年度 河川課

6448 13
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（裾野市） 昭和５４年度 河川課

6448 14
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（韮山町） 昭和５４年度 河川課

6448 15
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（大仁町） 昭和５４年度 河川課

6448 16
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（天城湯ヶ島町） 昭和５４年度 河川課

6448 17
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（中伊豆町） 昭和５４年度 河川課

6448 18
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（富士宮市） 昭和５４年度 河川課

6448 19
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（富士市） 昭和５４年度 河川課

6448 20
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（静岡市） 昭和５４年度 河川課
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6448 21
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（清水市） 昭和５４年度 河川課

6448 22
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（蒲原町） 昭和５４年度 河川課

6448 23
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（焼津市） 昭和５４年度 河川課

6448 24
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（藤枝市） 昭和５４年度 河川課

6448 25
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（岡部町） 昭和５４年度 河川課

6448 26
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（大井川町） 昭和５４年度 河川課

6448 27
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（吉田町） 昭和５４年度 河川課

6448 28
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（島田市） 昭和５４年度 河川課

6448 29
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（金谷町） 昭和５４年度 河川課

6448 30
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（川根町） 昭和５４年度 河川課

6448 31
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（中川根町） 昭和５４年度 河川課

6448 32
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（本川根町） 昭和５４年度 河川課

6448 33
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（榛原町） 昭和５４年度 河川課

6448 34
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（相良町） 昭和５４年度 河川課

6448 35
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（磐田市） 昭和５４年度 河川課

6448 36
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（掛川市） 昭和５４年度 河川課

6448 37
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（袋井市） 昭和５４年度 河川課

6448 38
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（大東町） 昭和５４年度 河川課

6448 39
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（小笠町） 昭和５４年度 河川課

6448 40
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（森町） 昭和５４年度 河川課

6448 41
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（天竜市） 昭和５４年度 河川課
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6448 42
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（春野町） 昭和５４年度 河川課

6448 43
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（佐久間町） 昭和５４年度 河川課

6448 44
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（浜松市） 昭和５４年度 河川課

6448 45
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（浜北市） 昭和５４年度 河川課

6448 46
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（湖西市） 昭和５４年度 河川課

6448 47
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（舞阪町） 昭和５４年度 河川課

6448 48
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（新居町） 昭和５４年度 河川課

6448 49
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（雄踏町） 昭和５４年度 河川課

6448 50
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（細江町） 昭和５４年度 河川課

6448 51
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（引佐町） 昭和５４年度 河川課

6448 52
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（三ヶ日町） 昭和５４年度 河川課

6448 53
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定状況について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 7. 4
(施)昭54. 7. 4

河川課

6448 54
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

二級河川及び準用河川の指定状況について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.31
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 5.31

河川課

6448 55
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（下田市） 昭和５４年度 河川課

6448 56
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（東伊豆町） 昭和５４年度 河川課

6448 57
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（河津町） 昭和５４年度 河川課

6448 58
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（松崎町） 昭和５４年度 河川課

6448 59
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（西伊豆町） 昭和５４年度 河川課

6448 60
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（賀茂村） 昭和５４年度 河川課

6448 61
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（熱海市） 昭和５４年度 河川課

6448 62
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（沼津市） 昭和５４年度 河川課

137 ページ



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

6448 63
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（三島市） 昭和５４年度 河川課

6448 64
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（御殿場市） 昭和５４年度 河川課

6448 65
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（韮山町） 昭和５４年度 河川課

6448 66
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（裾野市） 昭和５４年度 河川課

6448 67
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（大仁町） 昭和５４年度 河川課

6448 68
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（天城湯ヶ島町） 昭和５４年度 河川課

6448 69
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（中伊豆町） 昭和５４年度 河川課

6448 70
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（富士宮市） 昭和５４年度 河川課

6448 71
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（富士市） 昭和５４年度 河川課

6448 72
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（静岡市） 昭和５４年度 河川課

6448 73
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（清水市） 昭和５４年度 河川課

6448 74
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（蒲原町） 昭和５４年度 河川課

6448 75
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（焼津市） 昭和５４年度 河川課

6448 76
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（藤枝市） 昭和５４年度 河川課

6448 77
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（岡部町） 昭和５４年度 河川課

6448 78
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（大井川町） 昭和５４年度 河川課

6448 79
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（島田市） 昭和５４年度 河川課

6448 80
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（金谷町） 昭和５４年度 河川課

6448 81
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（川根町） 昭和５４年度 河川課

6448 82
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（本川根町） 昭和５４年度 河川課

6448 83
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（中川根町） 昭和５４年度 河川課
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6448 84
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（相良町） 昭和５４年度 河川課

6448 85
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（榛原町） 昭和５４年度 河川課

6448 86
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（吉田町） 昭和５４年度 河川課

6448 87
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（磐田市） 昭和５４年度 河川課

6448 88
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（掛川市） 昭和５４年度 河川課

6448 89
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（袋井市） 昭和５４年度 河川課

6448 90
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（大東町） 昭和５４年度 河川課

6448 91
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（小笠町） 昭和５４年度 河川課

6448 92
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（森町） 昭和５４年度 河川課

6448 93
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（天竜市） 昭和５４年度 河川課

6448 94
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（春野町） 昭和５４年度 河川課

6448 95
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（佐久間町） 昭和５４年度 河川課

6448 96
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（浜松市） 昭和５４年度 河川課

6448 97
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（浜北市） 昭和５４年度 河川課

6448 98
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（湖西市） 昭和５４年度 河川課

6448 99
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（舞阪町） 昭和５４年度 河川課

6448 100
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（雄踏町） 昭和５４年度 河川課

6448 101
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（新居町） 昭和５４年度 河川課

6448 102
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（細江町） 昭和５４年度 河川課

6448 103
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（引佐町） 昭和５４年度 河川課

6448 104
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定について（三ヶ日町） 昭和５４年度 河川課
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6448 105
昭和53年度　２級河川・準用河川
の指定状況

準用河川の指定状況について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 4
(決)昭54. 5. 4
(施)昭54. 5. 4

河川課

6449 1
二級河川及び準用河川の指定状況
について

二級河川及び準用河川の指定状況について（報
告）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 6.14
(施)昭55. 6.18

河川課

6449 2
二級河川及び準用河川の指定状況
について

準用河川の指定状況について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.25
(施)昭55. 4.25

河川課

6450 1 昭和52年度海岸統計調査 昭和52年度海岸統計調査について（回答） 昭和５２年度 (起)昭52. 8. 3 河川課

6450 2 昭和52年度海岸統計調査 昭和52年度海岸統計作成のための調査について 昭和５２年度 (起)昭52. 7. 8 河川課

6451 1 昭和53年度海岸統計調査
昭和53年度版海岸統計作成のための調査について
（報告）

昭和５３年度 (起)昭53. 8.29 河川課

6451 2 昭和53年度海岸統計調査 昭和53年度版海岸統計調査表について 昭和５３年度 (収)昭53. 6.24 建設省河川局

6451 3 昭和53年度海岸統計調査 昭和53年度海岸統計資料について（伺い） 昭和５３年度
(起)昭53. 6.16
(決)昭53. 6.22
(施)昭53. 6.22

河川課

6452 1 昭和54年度海岸統計調査
昭和54年度版海岸統計作成のための調査について
（報告）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 2
(決)昭54. 8. 3
(施)昭54. 8. 3

河川課

6452 2 昭和54年度海岸統計調査
昭和54年度版海岸統計作成のための調査について
（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

河川課

6453 1 昭和52年度河川管理統計報告 昭和51年度河川管理統計報告について 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 3
(決)昭52. 8.10
(施)昭52. 8.10

河川課

6454 1 昭和53年度河川管理統計報告 昭和52年度河川管理統計報告について 昭和５３年度
(起)昭53.10. 2
(決)昭53.10. 2
(施)昭53.10. 2

河川課

6455 1 昭和54年度河川管理統計報告
河川管理統計（河川延長及び流域面積等）報告に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54. 4.28
(決)昭54. 5. 1
(施)昭54. 5. 1

河川課

6455 2 昭和54年度河川管理統計報告 河川管理統計報告について 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 2
(決)昭54. 4. 3
(施)昭54. 4. 3

河川課

6456 1 昭和55年度河川管理統計報告 河川管理統計報告について（報告） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 5.31
(施)昭55. 6. 2

河川課

6456 2 昭和55年度河川管理統計報告 河川管理統計報告について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 5. 1

河川課

6456 3 昭和55年度河川管理統計報告 河川管理統計報告について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.12
(決)昭55. 4.15
(施)昭55. 4.15

河川課

6456 4 昭和55年度河川管理統計報告 流水占用等の処分に係る取水量等の報告について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.12

河川課

6457 1
住宅地造成事業・東棉湖西月見が
丘団地資料　No.１

月見が丘団地造成工事写真　その１ 昭和５５年度

6458 1
住宅地造成事業・東棉湖西月見が
丘団地資料　No.２

月見が丘団地造成工事写真　その２ 昭和５５年度

6459 1
住宅地造成事業・東棉湖西月見が
丘団地資料　No.３

月見が丘団地造成工事写真　その３ 昭和５５年度
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6460 1
住宅地造成事業・東棉湖西月見が
丘団地資料　No.４

月見が丘団地造成工事写真　その４ 昭和５５年度

6461 1
住宅地造成事業・東棉湖西月見が
丘団地資料　No.５

月見が丘団地造成工事写真　その５ 昭和５５年度

6462 1
住宅地造成事業・東棉湖西月見が
丘団地資料　No.６

月見が丘団地造成工事写真　その６ 昭和５５年度

6463 1
住宅地造成事業・東棉湖西月見が
丘団地資料　No.７

月見が丘団地造成工事写真　その７ 昭和５５年度

6464 1
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第３期工事）

住宅地造成事業の工事完了検査の実施に伴う検査
済証の交付及び工事完了の公告について

昭和４５年度
(起)昭45. 1.30
(決)昭45. 2.14
(施)昭45. 4.22

計画課

6464 2
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第３期工事）

住宅地造成事業の工事完了検査の実施について 昭和４４年度
(起)昭45. 1. 9
(決)昭45. 1.13
(施)昭45. 1.13

計画課

6464 3
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第３期工事）

工事完了届出書 昭和４４年度 (収)昭44.12.25
東南商事株式会
社

6464 4
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第３期工事）

住宅地造成事業施行地区内における建築制限の解
除について

昭和４４年度 (起)昭44. 6.10 計画課

6464 5
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第３期工事）

住宅地造成事業の認可について 昭和４３年度
(起)昭43. 9.25
(決)昭43. 9.28
(施)昭43. 9.28

計画課

6464 6
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第３期工事）

住宅地造成事業認可申請書 昭和４３年度 (収)昭43. 8.27
東南商事株式会
社

6464 7
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第３期工事）

事業計画の事前審査申請書 昭和４３年度 (収)昭43. 5. 1
東南商事株式会
社

6464 8
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第３期工事）

住宅地造成事業現地予備調査依頼書送付について
（進達）

昭和４２年度 (収)昭43. 3.11 浜北市長

6465 1
浜名ニュータウン事前審査申請書
（第４期工事）

住宅地造成事業事前審査書の審査結果について 昭和４３年度 (施)昭44. 3.15 計画課

6465 2
浜名ニュータウン事前審査申請書
（第４期工事）

事業計画の事前審査申請書 昭和４３年度 (収)昭44. 1.13
東南商事株式会
社

6466 1
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第４期工事）

住宅地造成工事の工事完了検査の実施に伴う検査
済証の交付及び工事完了の公告について

昭和４６年度
(起)昭46. 6.19
(決)昭46. 6.23
(施)昭46. 6.24

計画課

6466 2
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第４期工事）

工事完了届出書 昭和４６年度 (収)昭46. 5.31
東南商事株式会
社

6466 3
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第４期工事）

住宅地造成事業延期届 昭和４４年度 (収)昭45. 3.26
東南商事株式会
社

6466 4
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第４期工事）

住宅地造成事業施行地区内における建築制限の解
除について

昭和４４年度
(起)昭45. 1.31
(決)昭45. 2. 2
(施)昭45. 2. 5

計画課

6466 5
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第４期工事）

住宅地造成事業着工届について（進達） 昭和４４年度 (収)昭44. 7.23
浜松土木事務所
長

6466 6
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第４期工事）

住宅地造成事業の認可について 昭和４４年度
(起)昭44. 6. 9
(決)昭44. 6.25
(施)昭44. 6.25

計画課

6467 1
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第５期工事）

住宅地造成工事の工事完了検査の実施に伴う検査
済証の交付及び工事完了の公告について

昭和４７年度
(起)昭47.12.18
(決)昭47.12.22
(施)昭47.12.22

計画課
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6467 2
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第５期工事）

宅地造成事業の完了検査結果について（復命） 昭和４７年度
(起)昭47.11.17
(決)昭47.11.24
(施)昭47.11.24

計画課

6467 3
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第５期工事）

工事完了届出書 昭和４７年度 (収)昭47.11. 8
東南商事株式会
社

6467 4
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第５期工事）

住宅地造成事業施行地区内における建築制限の解
除について

昭和４７年度
(起)昭47. 7.20
(決)昭47. 7.28
(施)昭47. 7.28

計画課

6467 5
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第５期工事）

住宅地造成事業着工届 昭和４６年度 (収)昭46.12.10
東南商事株式会
社

6467 6
浜名ニュータウン住宅地造成事業
認可申請書（第５期工事）

住宅地造成事業の認可について 昭和４６年度
(起)昭46.11. 6
(決)昭46.11.25
(施)昭46.11.26

計画課

6468 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

答弁書 昭和５２年度 (収)昭52. 9.21
被告静岡県代理
人

6468 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

準備書面（３） 昭和５３年度 (収)昭53.11.27
被告静岡県代理
人

6468 3
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

準備書面 昭和５４年度 (収)昭54. 7.20
被告恵通商事代
理人

6468 4
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

準備書面（３） 昭和５４年度 (収)昭54. 7.20
原告川上社団代
理人

6468 5
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

準備書面（４） 昭和５４年度 (収)昭54.10. 3
被告静岡県代理
人

6468 6
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第１号証（被害地周辺地形図） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 7
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第２号証（宅造前地勢図） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 8
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第３号証（ハマナニュータウン造成後の旧水路
部分の地域公図写）

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 9
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第４号証（ハマナニュータウン造成前の地番配
置図（宝典））

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 10
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第５号証（流水路図） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 11
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第６号証の１ないし４（ハマナニュータウン洪
水放水路新設工事概要設計図並びに仝工事仕様
書）

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 12
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第７号証（災害当時の掲載新聞記事） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 13
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第８号証の１ないし16（水害による当時の現況
写真一式）

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 14
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第９号証（東海大学工学部による水害調査報告
書）

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 15
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第10号証（静岡県土地利用に関する指導要綱関
係資料）

昭和５２年度 (収)昭52.11.16
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6468 16
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第11号証（静岡県告示　昭和41年６月15日　調
第424号）

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6468 17
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.１

甲第12号証の１及び２（災害時の雨量証明） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面１（宅地造成前の公図写） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面２（宅造計画平面図） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 3
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面３（宅造前地形図） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 4
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面４（流域面積及び湛水面積表示） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 5
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面５（沈砂池・排水管位置図、排水管平面図・
断面図）

昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 6
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面６（沈砂池平面図・断面図、ゲート形状図） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 7
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面７（旧水路部分の公図写） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 8
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面８（放水路新設工事仕様書及び概要設計図） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 9
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

図面９（流水路図） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6469 10
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.２

表１（日最大降水量）、表２（時間最大降水量） 昭和５２年度 (収)昭52.11.16

6470 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.３

甲第13号証の１ないし12（現況写真） 昭和５２年度 (収)昭53. 2. 1

6470 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.３

甲第18号証の１ないし36（物件目録３登記簿謄
本）

昭和５２年度 (収)昭53. 2. 1

6471 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.４

甲第19号証の１ないし179（物件目録４登記簿謄
本）

昭和５２年度 (収)昭53. 2. 1

6472 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.５

甲第20号証（宅造計画平面図） 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6472 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.５

甲第21号証（流域面積及び湛水面積表示） 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6472 3
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.５

甲第22号証（沈砂池・排水管位置図、排水管平面
図・断面図）

昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6472 4
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.５

甲第29号証の１（昭和49年７月７日台風第８号及
び梅雨前線による大雨に関する異常気象速報）

昭和５３年度 (収)昭53. 6.26

6472 5
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.５

甲第29号証（静岡県遠州地方の気象） 昭和５４年度 (収)昭54.10. 3

6473 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.６

甲第30号証（７．７集中豪雨災害誌） 昭和５４年度 (収)昭54.12. 6

143 ページ



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

6473 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.６

甲第31号証（静岡県予報作業指針） 昭和５４年度 (収)昭54.12. 6

6473 3
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.６

甲第32号証（近年における世界の異常気象の実態
調査とその長期見通しについて）

昭和５４年度 (収)昭54.12. 6

6473 4
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.６

甲第33号証（浜松気象表および天気概況） 昭和５４年度 (収)昭54.12. 6

6473 5
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.６

甲第34号証の１ないし30 昭和５４年度 (収)昭54.12. 6

6473 6
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.６

甲第35号証の１ないし７ 昭和５４年度 (収)昭54.12. 6

6474 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.７

甲第23号証（河川工学解説） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.26

6474 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.７

甲第24号証（水文学入門） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.26

6474 3
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.７

甲第26号証（宅地開発法令要覧） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.26

6474 4
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.７

甲第27号証（宅地造成設計施工の手引き） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.26

6475 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.８

甲第25号証（応用水分統計学） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.26

6475 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.８

甲第28号証（宅地開発便覧） 昭和５３年度 (収)昭53. 6.26

6476 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.９

甲第37号証の１ないし54 昭和５４年度 (収)昭54.12. 6

6477 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.10

甲第41号証 昭和５４年度 (収)昭54.12. 6

6477 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.10

甲第42号証 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 7

6477 3
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.10

甲第43号証 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 7

6477 4
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.10

甲第44号証 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 7

6477 5
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.10

甲第９号証 昭和５５年度 (収)昭55. 5. 7

6478 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

乙第１号証 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6478 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

乙第２号証 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6478 3
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

乙第３号証 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6478 4
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

乙第４号証 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19
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6478 5
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

乙第５号証 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6478 6
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

乙第６号証 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6478 7
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

乙第７号証 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6478 8
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

乙第８号証 昭和５３年度 (収)昭53. 4.19

6478 9
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.11

丁第２号証 昭和５４年度 (収)昭54. 7.20

6479 1
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第１号証（静岡県住宅地造成事業に関する法律
施行規則）

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 2
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第２号証（住宅地造成事業に関する法律の運用
について）

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 3
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第３号証（住宅地造成事業と農地等転用規制と
の調整についての了解事項（覚書））

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 4
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第４号証（宅地造成等規制法の施行について） 昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 5
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第５号証（開発行為技術的指導基準（暫定）の
運用について（通知））

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 6
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第６号証（開発許可制度の開設） 昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 7
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第７号証（昭和50年度建設白書） 昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 8
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第８号証（都市計画法のあらまし　福井県土木
部建築課）

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 9
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第９号証（神奈川県開発許可制度事務処理要
項）

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 10
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第10号証（都市計画法（開発許可）による事務
処理要領（広島県土木建築部建築課））

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 11
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第11号証（開発許可制度の手引き　大分県都市
計画法施行要綱様式集）

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 12
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第12号証（都市計画法に基づく開発許可制度の
手引　埼玉県土木部建築行政課）

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 13
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第13号証（都市計画法に基づく開発許可審査基
準　埼玉県土木部建築行政課）

昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 14
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第14号証（降雨の確率） 昭和５３年度 (収)昭53.12. 6

6479 15
浜名湖ニュータウン裁判証拠資料　
No.12

戊第15号証（雨量記録について） 昭和５４年度 (収)昭54.10. 3

6480 1 住宅地造成事業関連資料 都市計画法に基づく開発許可制度 昭和４７年度
埼玉県土木部建
築行政課
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6480 2 住宅地造成事業関連資料 都市計画法に基づく開発許可関係例規集 昭和４７年度
埼玉県土木部建
築行政課

6480 3 住宅地造成事業関連資料 都市計画法に基づく開発許可申請の手びき 昭和４５年度
神奈川県建築部
開発指導課

6480 4 住宅地造成事業関連資料 都市計画法による開発許可制度申請の手引 昭和４６年度 静岡県土木部

6480 5 住宅地造成事業関連資料
住宅地造成事業に関する法規施行規則（案）等認
可申請手続集

静岡県土木部計
画課

6480 6 住宅地造成事業関連資料 千葉県における宅地開発の規制について 昭和４７年度
千葉県都市部宅
地課

6480 7 住宅地造成事業関連資料 宅地開発事業の基準に関する条例
千葉県都市部宅
地課

6480 8 住宅地造成事業関連資料 新都市計画法開発許可制度の運用 昭和４４年度 大阪府建築部

6480 9 住宅地造成事業関連資料 大阪府開発審査会資料 昭和４５年度
大阪府建築部開
発指導課

6480 10 住宅地造成事業関連資料 第３回開発審査会会議録 昭和４５年度
大阪府開発審査
会

6480 11 住宅地造成事業関連資料 土木建築行政概要 昭和４６年度
広島県土木建築
部

6480 12 住宅地造成事業関連資料 事業概要 昭和４５年度
埼玉県土木部建
築行政課

6480 13 住宅地造成事業関連資料 開発許可制度に関する審査事務の手引
石川県都市計画
課

6480 14 住宅地造成事業関連資料 昭和45年度研修会資料 昭和４５年度
静岡県宅地建物
取引業協会静岡
支部

6480 15 住宅地造成事業関連資料 開発許可制度に関するゼミナール討議録 昭和４５年度

6480 16 住宅地造成事業関連資料 都市計画法施行規則 昭和４５年度 福井県

6480 17 住宅地造成事業関連資料
福井都市計画　市街化区域及び市街化調整区域計
画書

福井県

6480 18 住宅地造成事業関連資料 開発行為調査事項 福井県建築課

6480 19 住宅地造成事業関連資料
都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細
則（昭和45年５月30日神奈川県規則第62号）

昭和４５年度 神奈川県

6480 20 住宅地造成事業関連資料 広島県報 昭和４５年度 広島県

6480 21 住宅地造成事業関連資料 大分県報 昭和４５年度 大分県
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6480 22 住宅地造成事業関連資料
住宅地造成事業に関する法律施行令及び住宅地造
成事業に関する法律施行規則

6480 23 住宅地造成事業関連資料 住宅地造成事業に関する法律

6481 1 住宅地造成事業関係
静岡県住宅地造成事業に関する法律施行細則の一
部改正について

昭和４３年度
(起)昭44. 1. 8
(決)昭44. 3.11

計画課

6481 2 住宅地造成事業関係
住宅地造成事業規制区域の指定及び同事業の規模
の承認申請について

昭和４３年度
(起)昭43.10. 7
(決)昭43.10. 9
(施)昭43.10. 9

計画課

6481 3 住宅地造成事業関係
住宅地造成事業に関する法律施行細則の制定等に
ついて

昭和４１年度 (起)昭42. 3. 7 計画課

6481 4 住宅地造成事業関係
住宅地造成事業に関する法律施行細則の制定等に
ついて

昭和４１年度 (起)昭41.12.14 計画課

6481 5 住宅地造成事業関係
住宅地造成事業に関する法律の適用について（伺
い）

昭和４１年度
(起)昭41.10.31
(決)昭41.11. 7
(施)昭41.11. 9

計画課

6481 6 住宅地造成事業関係
住宅地造成事業規制区域の指定に関する意見等に
ついて

昭和４１年度
(起)昭41. 8. 5
(決)昭41. 8.12
(施)昭41. 8.12

計画課

6481 7 住宅地造成事業関係
住宅地造成事業に関する法律の適用に関する方針
について（伺い）

昭和４０年度 (起)昭40.12.24 計画課

6482 1 浜名ニュータウン資料 雑件資料（分類不能）

6483 1 都市計画法令要覧 都市計画法令要覧 昭和４８年度
建設省都市局都
市計画課編

6484 1
広域都市計画道路認可申請書・北
街道線

都市計画道路事業の認可申請について（北街道
線）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 8
(決)昭54. 2.14
(施)昭54. 2.15

都市整備課

6485 1
広域都市計画道路認可申請書・浅
畑新田大谷線

都市計画道路事業の変更認可申請について（浅畑
新田大谷線）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.13
(決)昭56. 2.16
(施)昭56. 2.16

都市整備課

6486 1 昭和54年起債許可台帳 昭和54年度起債許可申請書 昭和５４年度 市町村課

6487 1 昭和55年起債許可台帳 昭和55年度起債許可申請書台帳 昭和５５年度 市町村課

6488 1
コンビナート泡消火薬剤貯蔵設備
移設工事

引継書（袖師埠頭泡消火剤貯蔵設備） 昭和５５年度 (起)昭56. 3.31 消防防災課

6489 1
静岡県石油コンビナート等防災計
画　No.１

静岡県石油コンビナート等防災計画（案）の作成
について

昭和５１年度 (起)昭51.12.21 消防防災課

6489 2
静岡県石油コンビナート等防災計
画　No.１

静岡県石油コンビナート等防災計画の作成につい
て

昭和５２年度 (起)昭52. 4.18 消防防災課

6489 3
静岡県石油コンビナート等防災計
画　No.１

静岡県石油コンビナート等防災計画の作成につい
て

昭和５２年度 (起)昭52. 4.21 消防防災課

6490 1
静岡県石油コンビナート等防災計
画　No.２

静岡県石油コンビナート等防災計画の一部修正の
内容の公表について

昭和５５年度 (起)昭55. 8. 4 消防防災課

6490 2
静岡県石油コンビナート等防災計
画　No.２

静岡県石油コンビナート等防災計画の修正につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 1.29

消防防災課
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6490 3
静岡県石油コンビナート等防災計
画　No.２

静岡県石油コンビナート等防災計画の修正につい
て

昭和５４年度 (起)昭54.12.26 消防防災課

6490 4
静岡県石油コンビナート等防災計
画　No.２

静岡県石油コンビナート等防災計画の修正につい
て（依頼）

昭和５４年度 (起)昭54.12.22 消防防災課

6491 1
静岡県石油コンビナート等防災本
部条例要領

静岡県石油コンビナート等防災本部運営要領
（案）の制定について

昭和５１年度
(起)昭51.11. 8
(決)昭51.11. 8

消防防災課

6491 2
静岡県石油コンビナート等防災本
部条例要領

静岡県石油コンビナート等防災本部条例の制定に
ついて

昭和５１年度 (起)昭51. 7. 5 消防防災課

6491 3
静岡県石油コンビナート等防災本
部条例要領

石油コンビナート等防災本部条例基準の送付につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 6.22 消防庁

6492 1
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

石油コンビナート防災施設等整備資金特別融資
あっせん要綱の一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.25
(施)昭54.10. 1

消防防災課

6492 2
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

流出油防止提の設置及び石油コンビナート防災施
設等整備資金特別融資斡旋要綱の一部改正につい
て（通知）

昭和５３年度 (起)昭53. 7. 3 消防防災課

6492 3
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

石油コンビナート防災施設等整備資金特別融資の
融資希望調査について（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.14
(決)昭53. 6.14
(施)昭53. 6.14

消防防災課

6492 4
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

石油コンビナート防災施設等整備資金特別融資の
融資希望調査について（報告）

昭和５２年度 (起)昭52. 7.22 消防防災課

6492 5
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

石油コンビナート防災施設等整備資金特別融資の
融資希望調査について（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 1
(施)昭52. 7. 4

消防防災課

6492 6
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

石油コンビナート防災施設等整備資金特別融資
あっせん要綱の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 1
(決)昭52. 7. 4

消防防災課

6492 7
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

石油コンビナート防災施設等整備資金特別融資
あっせん要綱の改正について

昭和５１年度 (収)昭52. 1.21 消防庁

6492 8
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

石油コンビナート防災施設等整備資金特別融資の
あっせんについて

昭和５１年度
(起)昭51.11. 1
(決)昭51.11. 5
(施)昭51.11. 5

消防防災課

6492 9
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

特定防災施設等に係る特別融資希望調査について
（報告）

昭和５１年度
(起)昭51.10.30
(決)昭51.10.30
(施)昭51.11. 2

消防防災課

6492 10
石油コンビナート防災施設等整備
資金特別融資

特定防災施設等に係る特別融資希望調査について
（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51.10.13
(決)昭51.10.14
(施)昭51.10.14

消防防災課

6493 1 三沢ビル火災（沼津市） 三沢ビル火災の概要について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.10
(決)昭52. 1.11
(施)昭52. 1.12

消防防災課

6494 1 宇利トンネル火災 宇利トンネル火災報告 昭和５５年度 (起)昭55. 7.14 消防防災課

6495 1 臨海ホテル火災 臨海ホテル火災の概要について 昭和５１年度
(起)昭51.12.11
(決)昭51.12.11
(施)昭51.12.11

消防防災課

6496 1
静岡市ゴールデン街ガス爆発事故
火災詳報

火災詳報（抄）の送付について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55.10.13
(決)昭55.10.13
(施)昭55.10.13

消防防災課

6497 1 昭和52年度天竜川河状調査資料 昭和52年度天竜川河状調査資料 昭和５２年度
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6498 1 昭和53年度天竜川河状調査資料 昭和53年度天竜川河状調査資料 昭和５３年度

6499 1 昭和54年度天竜川河状調査資料 昭和54年度天竜川河状調査資料 昭和５４年度

6500 1 昭和55年度天竜川河状調査資料 昭和55年度天竜川河状調査資料 昭和５５年度

6501 1 昭和51年度統計調査審議会関係綴
統計調査審議会議事内容（第24回昭和52年３月23
日）

昭和５１年度 統計課

6501 2 昭和51年度統計調査審議会関係綴 統計調査審議会議案および報告資料 昭和５１年度 (起)昭52. 3.15 統計課

6501 3 昭和51年度統計調査審議会関係綴 第24回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５１年度
(起)昭52. 3. 2
(決)昭52. 3. 4
(施)昭52. 3. 4

統計課

6501 4 昭和51年度統計調査審議会関係綴 統計調査審議会提出資料について（照会） 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 8
(決)昭52. 2. 9
(施)昭52. 2. 9

統計課

6501 5 昭和51年度統計調査審議会関係綴 静岡県統計調査審議会委員の委嘱について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 4
(決)昭51.11. 6
(施)昭51.11. 8

統計課

6501 6 昭和51年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て

昭和５１年度
(起)昭51.10.12
(決)昭51.10.13
(施)昭51.10.13

統計課

6501 7 昭和51年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51.10. 7
(決)昭51.10.12

統計課

6501 8 昭和51年度統計調査審議会関係綴 静岡県統計調査審議会委員の委嘱について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.12
(決)昭51. 7.13
(施)昭51. 7.13

統計課

6501 9 昭和51年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 1
(決)昭51. 7. 2
(施)昭51. 7. 2

統計課

6501 10 昭和51年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.28
(決)昭51. 7. 1
(施)昭51. 7. 1

統計課

6501 11 昭和51年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 7
(決)昭51. 7. 9
(施)昭51. 7. 9

統計課

6501 12 昭和51年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.22
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.23

統計課

6501 13 昭和51年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.12
(決)昭51. 4.20

統計課

6502 1 昭和52年度統計調査審議会関係綴
統計調査審議会議事内容（第25回昭和53年３月23
日）

昭和５２年度 統計課

6502 2 昭和52年度統計調査審議会関係綴
第25回静岡県統計調査審議会の審議結果について
（連絡）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.29
(決)昭53. 3.30
(施)昭53. 3.30

統計課

6502 3 昭和52年度統計調査審議会関係綴 第25回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 3
(決)昭53. 3. 7
(施)昭53. 3. 7

統計課

6502 4 昭和52年度統計調査審議会関係綴
第25回静岡県統計調査審議会の開催について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.17
(決)昭53. 2.23

統計課

6502 5 昭和52年度統計調査審議会関係綴 統計調査審議会提出資料について（照会） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.31
(決)昭53. 2. 7
(施)昭53. 2. 7

統計課
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6502 6 昭和52年度統計調査審議会関係綴 統計調査審議会について（回答） 昭和５２年度
(起)昭52. 8.31
(決)昭52. 9. 5
(施)昭52. 9. 7

統計課

6502 7 昭和52年度統計調査審議会関係綴 静岡県統計調査審議会委員の委嘱について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.26
(決)昭52. 8.27
(施)昭52. 8.27

統計課

6502 8 昭和52年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て

昭和５２年度
(起)昭52. 7.30
(決)昭52. 8. 1
(施)昭52. 8. 1

統計課

6502 9 昭和52年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て

昭和５２年度
(起)昭52. 7.20
(決)昭52. 7.30
(施)昭52. 7.30

統計課

6502 10 昭和52年度統計調査審議会関係綴 各種審議会等の委員等委嘱状況調べ 昭和５２年度 統計課

6502 11 昭和52年度統計調査審議会関係綴 第298回統計審議会の経過について（通知） 昭和５２年度 (収)昭52. 7.26
東京都総務局統
計部長

6502 12 昭和52年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.28
(決)昭52. 6.28
(施)昭52. 6.28

統計課

6502 13 昭和52年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 1
(決)昭52. 7. 4
(施)昭52. 7. 4

統計課

6503 1 昭和53年度統計調査審議会関係綴
第26回静岡県統計調査審議会の審議結果について
（連絡）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 3.29
(施)昭54. 3.29

統計課

6503 2 昭和53年度統計調査審議会関係綴
第26回静岡県統計調査審議会の欠席委員への議事
録及び資料の送付について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 3.29
(施)昭54. 3.30

統計課

6503 3 昭和53年度統計調査審議会関係綴 第26回静岡県統計調査審議会議事について 昭和５３年度 (起)昭54. 3.28 統計課

6503 4 昭和53年度統計調査審議会関係綴
第26回静岡県統計調査審議会の次第及び配布資料
について（うかがい）

昭和５３年度 (起)昭54. 3.20 統計課

6503 5 昭和53年度統計調査審議会関係綴
第26回静岡県統計調査審議会における委員長挨拶
ならびに議事進行表について

昭和５３年度 (起)昭54. 3.20 統計課

6503 6 昭和53年度統計調査審議会関係綴
第26回静岡県統計調査審議会における審議・報告
事項の取扱について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 6
(施)昭54. 3. 6

統計課

6503 7 昭和53年度統計調査審議会関係綴 第26回静岡県統計調査審議会の審議事項について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 5
(決)昭54. 3. 6
(施)昭54. 3. 6

統計課

6503 8 昭和53年度統計調査審議会関係綴
第26回静岡県統計調査審議会の開催について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 7
(決)昭54. 2.10
(施)昭54. 2.13

統計課

6503 9 昭和53年度統計調査審議会関係綴 統計調査審議会提出資料について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 1.26
(決)昭54. 1.30
(施)昭54. 1.30

統計課

6503 10 昭和53年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.12. 9
(決)昭53.12.12
(施)昭53.12.12

統計課

6503 11 昭和53年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.12.12
(施)昭53.12.23

統計課

6503 12 昭和53年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53.10.26
(決)昭53.10.31
(施)昭53.10.31

統計課

6503 13 昭和53年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の一部委嘱替えについ
て（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.10.20
(決)昭53.10.23

統計課
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6503 14 昭和53年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 1
(施)昭53. 8. 2

統計課

6503 15 昭和53年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.14
(施)昭53. 7.14

統計課

6503 16 昭和53年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.15
(施)昭53. 6.15

統計課

6503 17 昭和53年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.27
(施)昭53. 5.27

統計課

6504 1 昭和54年度統計調査審議会関係綴 第27回統計調査審議会の議事について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.25

統計課

6504 2 昭和54年度統計調査審議会関係綴
第27回静岡県統計調査審議会の欠席委員あて審議
結果の報告について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.26

統計課

6504 3 昭和54年度統計調査審議会関係綴
第27回静岡県統計調査審議会の審議結果の報告に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.26

統計課

6504 4 昭和54年度統計調査審議会関係綴
第27回静岡県統計調査審議会資料について（うか
がい）

昭和５４年度 (起)昭55. 3.14 統計課

6504 5 昭和54年度統計調査審議会関係綴
第27回統計調査審議会における審議報告事項の取
扱いについて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.13
(決)昭55. 3.13
(施)昭55. 3.13

統計課

6504 6 昭和54年度統計調査審議会関係綴 第27回静岡県統計調査審議会の開催について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.14
(決)昭55. 2.18
(施)昭55. 2.19

統計課

6504 7 昭和54年度統計調査審議会関係綴
統計調査審議会審議事項の集計結果及び審議会委
員あて通知について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 6
(決)昭55. 3. 7
(施)昭55. 3. 8

統計課

6504 8 昭和54年度統計調査審議会関係綴 統計調査審議会提出資料について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 2
(決)昭55. 2. 4
(施)昭55. 2. 4

統計課

6504 9 昭和54年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の推せんについて（う
かがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.12
(決)昭54. 5.14
(施)昭54. 5.14

統計課

6504 10 昭和54年度統計調査審議会関係綴 静岡県統計調査審議会委員の委嘱について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.12
(決)昭54. 6.15
(施)昭54. 6.15

統計課

6505 1 昭和55年度統計調査審議会関係綴 第28回統計調査審議会の議事概要について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.23

統計課

6505 2 昭和55年度統計調査審議会関係綴
第28回静岡県統計調査審議会の欠席委員あて審議
結果の報告について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.23

統計課

6505 3 昭和55年度統計調査審議会関係綴 第28回統計調査審議会の審議結果の報告について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.23
(施)昭56. 3.24

統計課

6505 4 昭和55年度統計調査審議会関係綴
第28回静岡県統計調査審議会資料について（うか
がい）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.14 統計課

6505 5 昭和55年度統計調査審議会関係綴
第28回統計調査審議会における審議報告事項の取
扱いについて（伺）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.11
(施)昭56. 3.12

統計課

6505 6 昭和55年度統計調査審議会関係綴
第28回統計調査審議会における審議報告事項につ
いて（伺）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 9
(施)昭56. 3. 9

統計課

6505 7 昭和55年度統計調査審議会関係綴
第28回統計調査審議会の開催について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 9
(決)昭56. 2.16
(施)昭56. 2.16

統計課
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6505 8 昭和55年度統計調査審議会関係綴 統計調査審議会提出資料について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 5
(施)昭56. 2. 5

統計課

6505 9 昭和55年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱・解嘱について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.30
(決)昭55. 7. 1
(施)昭55. 7. 1

統計課

6505 10 昭和55年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.29
(決)昭55. 6.19
(施)昭55. 6.20

統計課

6505 11 昭和55年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱・解嘱について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.25
(決)昭55. 7.  
(施)昭55. 8. 1

統計課

6505 12 昭和55年度統計調査審議会関係綴
「地域エネルギー開発利用調査」及び「地場産業
実態調査」の実施計画について

昭和５５年度
(起)昭55.10.30
(決)昭55.10.31
(施)昭55.10.31

統計課

6505 13 昭和55年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の委嘱について（伺
い）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.25 統計課

6505 14 昭和55年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の推せん依頼について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.31
(決)昭55. 5.31
(施)昭55. 5.31

統計課

6505 15 昭和55年度統計調査審議会関係綴 審議会等の委員名簿の提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.22
(決)昭55. 4.23

統計課

6505 16 昭和55年度統計調査審議会関係綴
静岡県統計調査審議会委員の就任状況について
（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 4.11
(施)昭55. 4.15

統計課

6506 1 統計法規関係綴 日本標準産業分類の改訂について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.25
(決)昭55. 7. 1
(施)昭55. 7. 1

統計課

6506 2 統計法規関係綴
統計調査に用いる産業分類並びに疾病障害及び死
因分類を定める政令第２条及び第３条の解釈並び
に同令第４条の手続について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 9
(決)昭54. 8.14
(施)昭54. 8.15

統計課

6506 3 統計法規関係綴 告示の一括廃止について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.29
(決)昭54. 3.30
(施)昭54. 3.30

統計課

6506 4 統計法規関係綴
例規集収録内容の見直し等の実施について（回
答）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.27
(決)昭53. 5.31
(施)昭53. 5.31

統計課

6506 5 統計法規関係綴 消費者行政関係事業調べについて（回答） 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 5
(決)昭52. 2. 8
(施)昭52. 2. 8

統計課

6506 6 統計法規関係綴
統計法施行令の一部を改正する政令等の施行につ
いて

昭和５４年度
行政管理庁行政
管理局統計主幹

6506 7 統計法規関係綴 横書き数字の表記法について（参考通知） 昭和５５年度 (収)昭55. 7. 1
行政管理庁行政
管理局統計主幹

6507 1
財産関係綴（賀茂民生事務所長公
舎処分）

公有財産の所属替えについて（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.25
(決)昭54. 8.13
(施)昭54. 8.13

社会課

6508 1 財産関係綴(婦人会館移転補償）
支出負担行為伺い書（静岡県婦人会館移転補償に
ついて）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.26

社会課

6509 1 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16

職業安定課

6509 2 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16

職業安定課
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6509 3 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16

職業安定課

6509 4 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16

職業安定課

6509 5 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16

職業安定課

6509 6 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16

職業安定課

6509 7 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16

職業安定課

6509 8 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.16

職業安定課

6509 9 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.10 職業安定課

6509 10 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.10 職業安定課

6509 11 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.10 職業安定課

6509 12 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.10 職業安定課

6509 13 51民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届について 昭和５１年度 (起)昭51. 4.27 職業安定課

6509 14 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 5. 4 職業安定課

6509 15 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業許可に伴う供託書正本（写）の
送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 5.27 職業安定課

6509 16 51民営職業紹介事業許可申請書綴 民営職業紹介事業の変更届について 昭和５１年度 (起)昭51. 6. 3 職業安定課

6509 17 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業許可に伴う供託書正本（写）の
送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 5.28 職業安定課

6509 18 51民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.16
(決)昭51. 6.19

職業安定課

6509 19 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 6.14 職業安定課

6509 20 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.19 職業安定課

6509 21 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.19 職業安定課

6509 22 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.19 職業安定課

6509 23 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.19 職業安定課
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6509 24 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.19 職業安定課

6509 25 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.19 職業安定課

6509 26 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.19 職業安定課

6509 27 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 3
(決)昭51. 7. 5

職業安定課

6509 28 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 3
(決)昭51. 7. 5

職業安定課

6509 29 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 3
(決)昭51. 7. 5

職業安定課

6509 30 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 3
(決)昭51. 7. 5

職業安定課

6509 31 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 3
(決)昭51. 7. 5

職業安定課

6509 32 51民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届の提出について 昭和５１年度 (収)昭51. 7. 9
富士公共職業安
定所長

6509 33 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業許可に伴う供託書正本（写）の
送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 7. 9 職業安定課

6509 34 51民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届について 昭和５１年度 (収)昭51. 7.12
浜松公共職業安
定所長

6509 35 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 36 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 37 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 38 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 39 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 40 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 41 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 42 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 43 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 44 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課
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6509 45 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.19 職業安定課

6509 46 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 7.27 職業安定課

6509 47 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 8. 6 職業安定課

6509 48 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 7
(決)昭51. 8. 9

職業安定課

6509 49 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 7
(決)昭51. 8. 9

職業安定課

6509 50 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 8.11 職業安定課

6509 51 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 8.11 職業安定課

6509 52 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 8.16 職業安定課

6509 53 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.10 職業安定課

6509 54 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.10 職業安定課

6509 55 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.10 職業安定課

6509 56 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.10 職業安定課

6509 57 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.10 職業安定課

6509 58 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.10 職業安定課

6509 59 51民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届について 昭和５１年度 (収)昭51. 9. 7
浜松公共職業安
定所長

6509 60 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 9.24 職業安定課

6509 61 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 9.30 職業安定課

6509 62 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 9.27 職業安定課

6509 63 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 8
(決)昭51.10.12

職業安定課

6509 64 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 8
(決)昭51.10.12

職業安定課

6509 65 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 8
(決)昭51.10.12

職業安定課
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6509 66 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更届提出について 昭和５１年度 (収)昭51.10. 5
静岡公共職業安
定所長

6509 67 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 6
(決)昭51.12. 7

職業安定課

6509 68 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51.11.10 職業安定課

6509 69 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度 (起)昭51.11.10 職業安定課

6509 70 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.11
(決)昭51.11.16

職業安定課

6509 71 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.11
(決)昭51.11.16

職業安定課

6509 72 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51.11.12 職業安定課

6509 73 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51.11.12 職業安定課

6509 74 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51.11.12 職業安定課

6509 75 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51.11.12 職業安定課

6509 76 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭51.11.12 職業安定課

6509 77 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭52. 1. 5 職業安定課

6509 78 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.29

職業安定課

6509 79 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.29

職業安定課

6509 80 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.29

職業安定課

6509 81 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.29

職業安定課

6509 82 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.29

職業安定課

6509 83 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.29

職業安定課

6509 84 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.29

職業安定課

6509 85 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 2
(決)昭51.12. 6

職業安定課

6509 86 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 2
(決)昭51.12. 6

職業安定課
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6509 87 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 2
(決)昭51.12. 6

職業安定課

6509 88 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 2
(決)昭51.12. 6

職業安定課

6509 89 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭52. 1. 5 職業安定課

6509 90 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭52. 1. 5 職業安定課

6509 91 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭52. 1. 5 職業安定課

6509 92 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度 (起)昭52. 1. 5 職業安定課

6509 93 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更届について 昭和５１年度 (収)昭52. 1. 5
三島公共職業安
定所長

6509 94 51民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業廃止届 昭和５１年度 (収)昭52. 1.22 （個人名）

6509 95 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.22
(決)昭52. 1.28

職業安定課

6509 96 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(決)昭52. 2. 8

職業安定課

6509 97 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(決)昭52. 2. 8

職業安定課

6509 98 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(決)昭52. 2. 8

職業安定課

6509 99 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(決)昭52. 2. 8

職業安定課

6509 100 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(決)昭52. 2. 8

職業安定課

6509 101 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 2
(決)昭52. 2. 8

職業安定課

6509 102 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業廃止届の提出について 昭和５１年度 (収)昭52. 2. 8
三島公共職業安
定所長

6509 103 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更届について 昭和５１年度 (収)昭52. 2.16
三島公共職業安
定所長

6509 104 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.23
(決)昭52. 2.28

職業安定課

6509 105 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.23
(決)昭52. 2.28

職業安定課

6509 106 51民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 3
(決)昭52. 3. 4

職業安定課

6509 107 51民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５１年度 (収)昭52. 3. 8 （個人名）
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6509 108 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.25

職業安定課

6509 109 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.25

職業安定課

6509 110 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.25

職業安定課

6509 111 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.25

職業安定課

6509 112 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.25

職業安定課

6509 113 51民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.25

職業安定課

6509 114 51民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業廃止届 昭和５１年度 (収)昭52. 3.25 （個人名）

6510 1 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更届提出について 昭和５２年度 (収)昭52. 4. 5
静岡公共職業安
定所長

6510 2 52民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 2
(決)昭52. 4. 6

職業安定課

6510 3 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.15 職業安定課

6510 4 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.15 職業安定課

6510 5 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.15 職業安定課

6510 6 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.15 職業安定課

6510 7 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.15 職業安定課

6510 8 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.15 職業安定課

6510 9 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 5.23 職業安定課

6510 10 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.23
(決)昭52. 5.27

職業安定課

6510 11 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.23
(決)昭52. 5.27

職業安定課

6510 12 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.23
(決)昭52. 5.27

職業安定課

6510 13 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.23
(決)昭52. 5.27

職業安定課

6510 14 52民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５２年度 (収)昭52. 5.27
富士栄養調理専
門学校
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6510 15 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.22

職業安定課

6510 16 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.22

職業安定課

6510 17 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.22

職業安定課

6510 18 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.22

職業安定課

6510 19 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.22

職業安定課

6510 20 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.22

職業安定課

6510 21 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.22

職業安定課

6510 22 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 7.11 職業安定課

6510 23 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 7.11 職業安定課

6510 24 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 7.11 職業安定課

6510 25 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 26 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 27 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 28 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 29 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 30 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 31 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 32 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 33 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 34 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課

6510 35 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 8.19 職業安定課
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6510 36 52民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５２年度
(起)昭52. 9.10
(決)昭52. 9.16

職業安定課

6510 37 52民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届 昭和５２年度 (収)昭52. 9.10
浜松市社会福祉
協議会

6510 38 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更届提出について 昭和５２年度 (収)昭52. 9. 6
静岡公共職業安
定所長

6510 39 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.26 職業安定課

6510 40 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.26 職業安定課

6510 41 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.26 職業安定課

6510 42 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.26 職業安定課

6510 43 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52.10.18
(決)昭52.10.20

職業安定課

6510 44 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52.10.18
(決)昭52.10.20

職業安定課

6510 45 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52.10.18
(決)昭52.10.20

職業安定課

6510 46 52民営職業紹介事業許可申請書綴
有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５２年度
(起)昭52.10.27
(決)昭52.11. 1

職業安定課

6510 47 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の廃止について 昭和５２年度 (起)昭52.11. 5 職業安定課

6510 48 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更届提出について 昭和５２年度 (収)昭52.11.10
静岡公共職業安
定所長

6510 49 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の廃止について 昭和５２年度
(起)昭52.11.10
(決)昭52.11.14

職業安定課

6510 50 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52.11.18 職業安定課

6510 51 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52.11.18 職業安定課

6510 52 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52.11.18 職業安定課

6510 53 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52.11.18 職業安定課

6510 54 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52.11.18 職業安定課

6510 55 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52.11.18 職業安定課

6510 56 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭52.11.18 職業安定課
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6510 57 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の廃止について 昭和５２年度
(起)昭52.11.29
(決)昭52.12. 5

職業安定課

6510 58 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.19
(決)昭53. 1.19

職業安定課

6510 59 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.19
(決)昭53. 1.19

職業安定課

6510 60 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.19
(決)昭53. 1.19

職業安定課

6510 61 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.21
(決)昭53. 1.24
(施)昭53. 1.24

職業安定課

6510 62 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52.10.27
(決)昭52.11. 1
(施)昭52.11. 2

職業安定課

6510 63 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.14
(決)昭53. 2.15

職業安定課

6510 64 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.14 職業安定課

6510 65 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.14 職業安定課

6510 66 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.14 職業安定課

6510 67 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.14 職業安定課

6510 68 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.14 職業安定課

6510 69 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業変更届の提出について 昭和５２年度 (収)昭53. 2.14
三島公共職業安
定所長

6510 70 52民営職業紹介事業許可申請書綴 職業紹介事業変更届について 昭和５２年度 (収)昭53. 2.17
浜松公共職業安
定所長

6510 71 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.27

職業安定課

6510 72 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.27

職業安定課

6510 73 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.25

職業安定課

6510 74 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.25

職業安定課

6510 75 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.25

職業安定課

6510 76 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.27
(決)昭53. 2. 1

職業安定課

6510 77 52民営職業紹介事業許可申請書綴 有料職業紹介事業許可申請について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.27

職業安定課
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6511 1
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業の廃止について 昭和５３年度 (施)昭53. 4.10 職業安定課

6511 2
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業の廃止について 昭和５３年度 (施)昭53. 4.17 職業安定課

6511 3
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業の変更許可について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.13
(決)昭53. 4.18
(施)昭53. 4.18

職業安定課

6511 4
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53. 4.22 職業安定課

6511 5
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

無料職業紹介事業変更届提出について 昭和５３年度 (施)昭53. 4.27 職業安定課

6511 6
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53. 5.17 職業安定課

6511 7
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 8
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 9
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 10
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 11
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 12
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 13
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（新規） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 14
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（新規） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 15
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 4.28 職業安定課

6511 16
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 5.31 職業安定課

6511 17
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 5.31 職業安定課

6511 18
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 5.31 職業安定課

6511 19
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 5.31 職業安定課

6511 20
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 5.31 職業安定課

6511 21
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 5.31 職業安定課
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6511 22
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 5.31 職業安定課

6511 23
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５３年度 (施)昭53. 6. 6 職業安定課

6511 24
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５３年度 (施)昭53. 7. 4 職業安定課

6511 25
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 6.30 職業安定課

6511 26
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 6.30 職業安定課

6511 27
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 6.30 職業安定課

6511 28
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 6.30 職業安定課

6511 29
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（新規） 昭和５３年度 (施)昭53. 6.13 職業安定課

6511 30
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について（継続） 昭和５３年度 (施)昭53. 6.30 職業安定課

6511 31
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業新規許可に伴う供託書正本
（写）の送付について

昭和５３年度 (施)昭53. 8. 4 職業安定課

6512 1
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53. 8.11 職業安定課

6512 2
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53. 9.16 職業安定課

6512 3
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和５３年度 (収)昭53. 9.27
下田公共職業安
定所長

6512 4
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53.10.17 職業安定課

6512 5
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53.10.17 職業安定課

6512 6
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53.10.17 職業安定課

6512 7
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53.10.17 職業安定課

6512 8
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の廃止について 昭和５３年度 (施)昭53.10.21 職業安定課

6512 9
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業変更届提出について 昭和５３年度 (収)昭53.10.20
静岡公共職業安
定所長

6512 10
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53.11.20 職業安定課

6512 11
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53.12.16 職業安定課
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6512 12
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭53.12.16 職業安定課

6512 13
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業変更届提出について 昭和５３年度 (収)昭53.12.19
静岡公共職業安
定所長

6512 14
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の変更許可について 昭和５３年度 (起)昭54. 3.14 職業安定課

6512 15
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.30
(決)昭54. 2. 1
(施)昭54. 2. 2

職業安定課

6512 16
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭54. 2.15 職業安定課

6512 17
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の廃止について 昭和５３年度 (施)昭54. 2.19 職業安定課

6512 18
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭54. 3.14 職業安定課

6512 19
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭54. 3.14 職業安定課

6512 20
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５３年度 (施)昭54. 3.14 職業安定課

6512 21
53民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

営利職業紹介事業の廃止届の送付について 昭和５３年度 (収)昭54. 3. 8
沼津公共商業安
定所長

6513 1
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度 (施)昭54. 4.24 職業安定課

6513 2
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業に関する調査依頼について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.27
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

職業安定課

6513 3
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業に関する調査依頼について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(決)昭54. 4.24
(施)昭54. 4.24

職業安定課

6513 4
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度 (施)昭54. 5.21 職業安定課

6513 5
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

無料職業紹介事業変更届について 昭和５４年度 (収)昭54. 5.17
静岡公共職業安
定所長

6513 6
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

職業紹介事業変更届について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.12
三島公共職業安
定所長

6513 7
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度 (施)昭54. 6.14 職業安定課

6513 8
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業の廃止について 昭和５４年度 (施)昭54. 7.10 職業安定課

6513 9
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業変更届について 昭和５４年度 (収)昭54. 7. 7
三島公共職業安
定所長

6513 10
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業の変更
許可について

昭和５４年度
(起)昭54. 7.19
(施)昭54. 7.23

職業安定課

6513 11
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

職業紹介事業変更許可申請書について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.25
(決)昭54. 5.25
(施)昭54. 5.25

職業安定課
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6513 12
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

無料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.28
(決)昭54. 5.29
(施)昭54. 5.29

職業安定課

6513 13
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度 (施)昭54. 7.19 職業安定課

6513 14
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

無料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度 (施)昭54. 7.19 職業安定課

6514 1
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.14
(決)昭54. 8.16

職業安定課

6514 2
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

職業紹介事業変更届 昭和５４年度 (収)昭54. 8.11
富士看護婦家政
婦紹介所

6514 3
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.13 職業安定課

6514 4
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

職業紹介事業変更届について 昭和５４年度 (収)昭54.10.17
三島公共職業安
定所長

6514 5
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度
(起)昭54.11.12
(決)昭54.11.13

職業安定課

6514 6
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業について 昭和５４年度 (収)昭54.11.27
沼津公共職業安
定所長

6514 7
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業変更届の提出について 昭和５４年度 (収)昭54.12.11
三島公共職業安
定所長

6514 8
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の廃止について 昭和５４年度
(起)昭54.12.12
(決)昭54.12.14

職業安定課

6514 9
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業変更届について 昭和５４年度 (収)昭54.12.14
三島公共職業安
定所長

6514 10
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度 (起)昭54.12.13 職業安定課

6514 11
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の廃止について 昭和５４年度
(起)昭54.12.21
(決)昭54.12.25

職業安定課

6514 12
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.14
(決)昭55. 1.16

職業安定課

6514 13
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度 (起)昭55. 2.12 職業安定課

6514 14
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の変更許可について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.12
(決)昭55. 2.14
(施)昭55. 2.14

職業安定課

6514 15
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５４年度
(起)昭54.12. 7
(決)昭54.12.11
(施)昭54.12.11

職業安定課

6514 16
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の廃止について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.13
(決)昭55. 2.14

職業安定課

6514 17
54民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.22

職業安定課

6515 1
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度 (起)昭55. 4.15 職業安定課
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6515 2
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.20 職業安定課

6515 3
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.20 職業安定課

6515 4
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.20 職業安定課

6515 5
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.20 職業安定課

6515 6
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.20 職業安定課

6515 7
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.20 職業安定課

6515 8
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業における料金表の変更許可の申
請手続きについて

昭和５５年度 (起)昭55. 5.26 職業安定課

6515 9
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

無料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.18

職業安定課

6515 10
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.18

職業安定課

6515 11
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.19
(決)昭55. 7.19

職業安定課

6515 12
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 6
(決)昭55. 8. 8

職業安定課

6515 13
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 6
(決)昭55. 8. 8

職業安定課

6515 14
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

職業紹介事業変更届について 昭和５５年度 (収)昭55. 7.11
浜松公共職業安
定所長

6515 15
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

職業紹介事業変更届について 昭和５５年度 (収)昭55. 7.11
浜松公共職業安
定所長

6515 16
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

無料職業紹介事業変更届の提出について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.18
静岡公共職業安
定所長

6515 17
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.１

有料職業紹介事業変更届の提出について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.18
静岡公共職業安
定所長

6516 1
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.28
(決)昭55. 8.28

職業安定課

6516 2
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.28
(決)昭55. 8.28

職業安定課

6516 3
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 1
(決)昭55.10. 2

職業安定課

6516 4
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 1
(決)昭55.10. 2

職業安定課

6516 5
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

無料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 1
(決)昭55.10. 2

職業安定課
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6516 6
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4

職業安定課

6516 7
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4

職業安定課

6516 8
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4

職業安定課

6516 9
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4

職業安定課

6516 10
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

無料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4

職業安定課

6516 11
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

無料職業紹介事業の変更許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4

職業安定課

6516 12
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 1

職業安定課

6516 13
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業変更許可申請について 昭和５５年度 (収)昭55.12.25
三島公共職業安
定所長

6516 14
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.12.24
(決)昭55.12.24

職業安定課

6516 15
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.12.24
(決)昭55.12.24

職業安定課

6516 16
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

職業紹介事業変更届について 昭和５５年度 (収)昭56. 1.10
浜松公共職業安
定所長

6516 17
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 7
(決)昭55.11. 7

職業安定課

6516 18
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.12.23
(決)昭55.12.23

職業安定課

6516 19
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 6

職業安定課

6516 20
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 8

職業安定課

6516 21
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11.27
(決)昭55.11.28

職業安定課

6516 22
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.11.11
(決)昭55.11.12

職業安定課

6516 23
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 4
(決)昭55.12. 6

職業安定課

6516 24
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 2
(決)昭56. 3. 2

職業安定課

6516 25
55民営職業紹介事業許可申請書綴　
No.２

有料職業紹介事業許可申請について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.27

職業安定課

6517 1
機能配置図作成データ（富士､伊
豆）

測量成果の複製承認申請書について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.19
(決)昭56. 2.21
(施)昭56. 2.21

林政課
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6517 2
機能配置図作成データ（富士､伊
豆）

伊豆森林計画区森林機能配置図の作成について 昭和５５年度 (起)昭55.12.12 林政課

6517 3
機能配置図作成データ（富士､伊
豆）

測量成果の複製承認申請書について 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 7
(決)昭55. 2.12
(施)昭55. 2.12

林政課

6517 4
機能配置図作成データ（富士､伊
豆）

富士森林計画区森林機能配置図の作成について 昭和５４年度 (起)昭54.12.20 林政課

6518 1
機能配置図作成データ（天竜､大
井､安倍）

測量成果の複製承認申請書について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.19
(決)昭54. 3.20
(施)昭54. 3.20

林政課

6518 2
機能配置図作成データ（天竜､大
井､安倍）

安倍森林計画区森林機能配置図の作成について 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 8 林政課

6518 3
機能配置図作成データ（天竜､大
井､安倍）

機能配置図作成データ（安倍計画区） 昭和５３年度 林政課

6518 4
機能配置図作成データ（天竜､大
井､安倍）

機能配置図元図（大井・安倍） 昭和５３年度 林政課

6519 1 漁港の港勢集 漁港の港勢集の送付について 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 8 水産庁

6520 1 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　総目録　1976年度版 昭和５１年度

6520 2 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　１月号 昭和５０年度

6520 3 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５０年度

6520 4 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５０年度

6520 5 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　４月号 昭和５１年度

6520 6 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　５月号 昭和５１年度

6520 7 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　６月号 昭和５１年度

6520 8 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　７月号 昭和５１年度

6520 9 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　８月号 昭和５１年度

6520 10 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　９月号 昭和５１年度

6520 11 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　10月号 昭和５１年度

6520 12 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　11月号 昭和５１年度

6520 13 雑誌「昭和51年区画整理」 「区画整理」　12月号 昭和５１年度

168 ページ



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

6521 1 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　総目録　1977年度版 昭和５２年度

6521 2 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　１月号 昭和５１年度

6521 3 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５１年度

6521 4 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５１年度

6521 5 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　４月号 昭和５２年度

6521 6 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　５月号 昭和５２年度

6521 7 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　６月号 昭和５２年度

6521 8 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　７月号 昭和５２年度

6521 9 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　８月号 昭和５２年度

6521 10 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　９月号 昭和５２年度

6521 11 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　11月号 昭和５２年度

6521 12 雑誌「昭和52年区画整理」 「区画整理」　12月号 昭和５２年度

6522 1 雑誌「昭和53年区画整理」 「区画整理」　１月号 昭和５２年度

6522 2 雑誌「昭和53年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５２年度

6522 3 雑誌「昭和53年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５２年度

6522 4 雑誌「昭和53年区画整理」 「区画整理」　４月号 昭和５３年度

6522 5 雑誌「昭和53年区画整理」 「区画整理」　５月号 昭和５３年度

6522 6 雑誌「昭和53年区画整理」 「区画整理」　12月号 昭和５３年度

6523 1 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　総目録　1979年度版 昭和５４年度

6523 2 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　１月号 昭和５３年度

6523 3 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５３年度
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6523 4 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５３年度

6523 5 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　４月号 昭和５４年度

6523 6 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　５月号 昭和５４年度

6523 7 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　６月号 昭和５４年度

6523 8 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　７月号 昭和５４年度

6523 9 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　８月号 昭和５４年度

6523 10 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　９月号 昭和５４年度

6523 11 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　10月号 昭和５４年度

6523 12 雑誌「昭和54年区画整理」 「区画整理」　11月号 昭和５４年度

6524 1 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　１月号 昭和５４年度

6524 2 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　２月号 昭和５４年度

6524 3 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　３月号 昭和５４年度

6524 4 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　４月号 昭和５５年度

6524 5 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　５月号 昭和５５年度

6524 6 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　６月号 昭和５５年度

6524 7 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　７月号 昭和５５年度

6524 8 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　８月号 昭和５５年度

6524 9 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　９月号 昭和５５年度

6524 10 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　10月号 昭和５５年度

6524 11 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　11月号 昭和５５年度

6524 12 雑誌「昭和55年区画整理」 「区画整理」　12月号 昭和５５年度
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6525 1
建築基準法令集（昭和51年８月増
補）

建築基準法令集（昭和51年８月増補） 昭和５１年度 建設省住宅局

6526 1
建築基準法令集（昭和52年２月増
補）

建築基準法令集（昭和52年２月増補） 昭和５１年度 建設省住宅局

6527 1
建築基準法令集（昭和52年11月改
編）

建築基準法令集（昭和52年11月改編） 昭和５２年度 建設省住宅局

6528 1
建築基準法令集（昭和53年４月改
編）

建築基準法令集（昭和53年４月改編） 昭和５３年度 建設省住宅局

6529 1
建築基準法令集（昭和54年２月改
編）

建築基準法令集（昭和54年２月改編） 昭和５３年度 建設省住宅局

6530 1 建築基準法令集（昭和55年２月） 建築基準法令集（昭和55年２月） 昭和５４年度 建設省住宅局

6531 1 屋久島の水 屋久島の水利用について 昭和５５年度
資源エネルギー
課

6532 1
農村総合整備モデル事業（韮山、
菊川地区）

昭和51年度農村総合整備モデル事業の事業実施計
画の承認及び事業実施地区の採択について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.11
(決)昭51. 5.15
(施)昭51. 5.15

農地企画課

6532 2
農村総合整備モデル事業（韮山、
菊川地区）

農村総合整備モデル事業、事業実施採択申請書の
提出について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.22
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.23

農地企画課

6532 3
農村総合整備モデル事業（韮山、
菊川地区）

農村総合整備モデル事業に関する念書の提出につ
いて（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.22
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.23

農地企画課

6533 1
農村総合整備モデル事業（修善寺
町）

昭和51年度農村総合整備モデル事業実績報告書の
提出について

昭和５２年度 (起)昭52. 6.25 農地企画課

6533 2
農村総合整備モデル事業（修善寺
町）

昭和52年度農村総合整備モデル事業の事業実施計
画の承認及び事業実施地区の採択について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.23
(決)昭52. 4.27
(施)昭52. 4.27

農地企画課

6533 3
農村総合整備モデル事業（修善寺
町）

農村総合整備モデル事業、事業実施採択申請書の
提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.31

農地企画課

6533 4
農村総合整備モデル事業（修善寺
町）

昭和51年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.11
(決)昭51. 5.15
(施)昭51. 5.15

農地企画課

6533 5
農村総合整備モデル事業（修善寺
町）

農村総合整備モデル事業、事業実施計画地域承認
申請書の提出について（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.22
(決)昭51. 4.23
(施)昭51. 4.24

農地企画課

6534 1 農村総合整備関係綴 復命書（農村整備関係担当者会議） 昭和５１年度 (起)昭52. 2.16 農地企画課

6534 2 農村総合整備関係綴
昭和52年度農村総合整備計画作成希望市町村につ
いて

昭和５１年度 (施)昭51.12. 9 農地企画課

6534 3 農村総合整備関係綴 農村総合整備事業等計画地区について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.29
(施)昭51. 6.29

農地企画課

6535 1 農村総合整備計画作成費申請書
昭和52年度農村総合整備計画作成費補助金の額の
確定通知について

昭和５３年度 (収)昭53. 5.15 国土庁長官

6535 2 農村総合整備計画作成費申請書
昭和52年度農村総合整備計画作成事業実績報告書
の提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.10
(決)昭53. 4.10
(施)昭53. 4.10

農地企画課

6535 3 農村総合整備計画作成費申請書
昭和52年度農村総合整備計画作成費補助金概算払
請求書の提出について

昭和５２年度
(起)昭53. 1.11
(決)昭53. 1.14

農地企画課

171 ページ



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

6535 4 農村総合整備計画作成費申請書
昭和52年度農村総合整備計画作成費補助金交付申
請書の提出について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.20
(施)昭52. 5.20

農地企画課

6536 1 農村総合整備モデル事業申請書
昭和52年度農村総合整備モデル事業補助金の額の
決定について

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 3 関東農政局長

6536 2 農村総合整備モデル事業申請書
昭和52年度農村総合整備モデル事業［実施計画策
定／指導推進］実績報告書の提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.10
(決)昭53. 5.11
(施)昭53. 5.11

農地企画課

6536 3 農村総合整備モデル事業申請書
昭和52年度農村総合整備モデル事業補助金交付申
請書の提出について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.16
(施)昭52. 5.31

農地企画課

6537 1
農村総合整備モデル事業（指導推
進・実施計画策定）

昭和53年度農村総合整備モデル事業事業費補助金
の確定通知について

昭和５４年度 (収)昭54. 6.15 関東農政局長

6537 2
農村総合整備モデル事業（指導推
進・実施計画策定）

昭和53年度農村総合整備モデル事業（実施計画策
定・指導推進）実績報告書の提出について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.19
(決)昭54. 5.24

農地企画課

6537 3
農村総合整備モデル事業（指導推
進・実施計画策定）

昭和53年度農村総合整備モデル事業（実施計画策
定事業・指導推進事業）補助事業遂行状況報告及
び補助金概算払請求書の提出について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.28
(決)昭54. 2.28

農地企画課

6537 4
農村総合整備モデル事業（指導推
進・実施計画策定）

昭和53年度農村総合整備モデル事業（実施計画策
定・指導推進）補助金交付申請書の提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.10
(決)昭53. 5.11
(施)昭53. 5.11

農地企画課

6537 5
農村総合整備モデル事業（指導推
進・実施計画策定）

昭和53年度農村総合整備モデル事業予算の割当内
示について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.14
(決)昭53. 4.14
(施)昭53. 4.14

農地企画課

6538 1 農村総合整備計画作成費
昭和53年度農村総合整備計画作成費補助金の額の
確定通知について

昭和５４年度 (収)昭54. 5.14 国土庁長官

6538 2 農村総合整備計画作成費
昭和53年度農村総合整備計画作成事業実績報告書
の提出について

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 5
(決)昭54. 4. 6
(施)昭54. 4. 7

農地企画課

6538 3 農村総合整備計画作成費
昭和53年度農村総合整備計画作成費補助金概算払
請求書の提出について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.17
(施)昭54. 1.22

農地企画課

6538 4 農村総合整備計画作成費
昭和53年度農村総合整備計画作成費補助金交付申
請書の提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 8
(決)昭53. 5.10
(施)昭53. 5.10

農地企画課

6538 5 農村総合整備計画作成費
昭和53年度農村総合計画作成費予算の割当内示に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 4.19
(決)昭53. 4.20
(施)昭53. 4.20

農地企画課

6539 1 農村地域整備状況調査契約書 土地改良調査の委託契約の締結について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.24 農地企画課

6540 1 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査の委託費の額の
確定について

昭和５１年度 (収)昭52. 3.31
国土庁地方振興
局長

6540 2 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査委託事業の実績
報告書の提出について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.28
(施)昭52. 2.28

農地企画課

6540 3 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査の委託費の支出
について

昭和５１年度 (収)昭51.12. 7
国土庁地方振興
局長

6540 4 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査委託事業概算払
い請求について

昭和５１年度 (起)昭51.11. 6 農地企画課

6540 5 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査に関するヒヤリ
ングについて

昭和５１年度 (収)昭51. 7.13
国土庁地方振興
局農村整備課
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6540 6 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査の委託契約締結
について

昭和５１年度 (収)昭51. 5.18
国土庁地方振興
局長

6540 7 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査に係る調査票等
の送付について

昭和５１年度 (収)昭51. 5.15
国土庁地方振興
局農村整備課

6540 8 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査の説明会の開催
について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.24
(決)昭51. 5.24
(施)昭51. 5.25

農地企画課

6540 9 農村地域整備状況調査綴
農村地域整備状況調査関係担当者会議の開催につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 5. 1
国土庁地方振興
局農村整備課

6540 10 農村地域整備状況調査綴
昭和51年度農村地域整備状況調査の委託承認につ
いて（伺い）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.15
(施)昭51. 5.15

農地企画課

6541 1 農村地域整備状況調査実績報告書 農村地域整備状況調査委託事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51.12.28 東伊豆町長他

6541 2 農村地域整備状況調査実績報告書 農業用水実態調査委託事業実績報告書 昭和５１年度 (収)昭51.12.28
天城湯ヶ島町長
他

6542 1 農村総合整備業務統計調査
昭和53年度農村総合整備業務統計調査委託事業の
清算請求について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.10
(決)昭54. 3.12
(施)昭54. 3.12

農地企画課

6542 2 農村総合整備業務統計調査
昭和53年度農村総合整備業務統計調査委託事業の
実績報告について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.10
(決)昭54. 3.12
(施)昭54. 3.12

農地企画課

6542 3 農村総合整備業務統計調査
昭和53年度農村総合整備業務統計調査調査表の提
出について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.27
(決)昭54. 1.30
(施)昭54. 1.31

農地企画課

6542 4 農村総合整備業務統計調査 農村総合整備業務統計調査依頼について 昭和５３年度
(起)昭53.11.17
(決)昭53.11.20
(施)昭53.11.27

農地企画課

6542 5 農村総合整備業務統計調査
昭和53年度農村総合整備業務統計調査（国庫委託
調査）の受託について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.26
(決)昭53. 9.27
(施)昭53. 9.27

農地企画課

6543 1 農村地域整備状況調査委託契約綴 昭和52年度農村地域整備状況調査の受託について 昭和５２年度
(起)昭52. 9. 3
(決)昭52. 9. 7
(施)昭52. 9. 8

農地企画課

6543 2 農村地域整備状況調査委託契約綴
昭和52年度農村地域整備状況調査調査票の提出に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52.12.16
(決)昭52.12.18
(施)昭52.12.20

農地企画課

6543 3 農村地域整備状況調査委託契約綴
昭和52年度農村地域整備状況調査委託事業概算払
請求について

昭和５２年度
(起)昭53. 1.11
(決)昭53. 1.14
(施)昭53. 1.17

農地企画課

6543 4 農村地域整備状況調査委託契約綴
昭和52年度農村地域整備状況調査委託事業の実績
報告について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.16
(決)昭53. 3.18
(施)昭53. 3.18

農地企画課

6543 5 農村地域整備状況調査委託契約綴 土地改良調査の委託契約締結について 昭和５２年度
(起)昭52.10.19
(決)昭52.10.20
(施)昭52.10.26

農地企画課

6544 1 農村地域整備状況調査契約書綴
昭和53年度農村地域整備状況調査委託事業概算払
請求について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.17
(決)昭54. 1.19
(施)昭54. 1.20

農地企画課

6544 2 農村地域整備状況調査契約書綴
昭和53年度農村地域整備状況調査調査票の提出に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53.12.15
(決)昭53.12.18
(施)昭53.12.18

農地企画課

6544 3 農村地域整備状況調査契約書綴
昭和53年度農村地域整備状況調査の調査票の提出
に当たっての打合せについて

昭和５３年度 (収)昭53.11.16 国土庁

6544 4 農村地域整備状況調査契約書綴 昭和53年度農村地域整備状況調査依頼について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.26
(決)昭53. 7.26
(施)昭53. 7.26

農地企画課
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6544 5 農村地域整備状況調査契約書綴 昭和53年度農村地域整備状況調査の受託について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.18
(決)昭53. 7.25
(施)昭53. 7.25

農地企画課

6544 6 農村地域整備状況調査契約書綴 昭和53年度農村地域整備状況調査の委託について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.13 国土庁

6544 7 農村地域整備状況調査契約書綴
昭和53年度農村地域整備状況調査関係担当者会議
の開催について

昭和５３年度 (収)昭53. 6.24 国土庁

6545 1
農村地域整備状況調査（必要整備
事業量）

昭和53年度農村地域整備状況調査委託事業の概算
報告について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.10
(決)昭54. 3.12
(施)昭54. 3.16

農地企画課

6546 1
51国営小笠山地区換地事業委託関
係

復命書 昭和５１年度 (起)昭52. 3.31 水利整備課

6546 2
51国営小笠山地区換地事業委託関
係

復命書 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 4 水利整備課

6546 3
51国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和51年度国営小笠山換地処分の委託事業の実績
報告について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.25
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.25

水利整備課

6546 4
51国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和51年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託費の概算払請求について

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 8
(決)昭52. 3. 8
(施)昭52. 3. 8

水利整備課

6546 5
51国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和51年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画変更承認申請について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 1
(決)昭51.12. 9
(施)昭51.12.10

水利整備課

6546 6
51国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和51年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託費の概算払請求について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.15
(施)昭51. 6.16

水利整備課

6546 7
51国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和51年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の業務の受託について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.15
(施)昭51. 6.17

水利整備課

6547 1
51国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

一時利用地の指定及び使用収益の停止について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.30
(決)昭52. 3.30
(施)昭52. 3.30

水利整備課

6547 2
51国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和51年度国営小笠山農地開発事業換地処分等の
額の確定通知について

昭和５１年度 (起)昭52. 3.25 水利整備課

6547 3
51国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和51年度国営小笠山農地開発事業に伴う換地事
務変更委託について

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 8
(決)昭52. 3. 8
(施)昭52. 3. 8

水利整備課

6547 4
51国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和51年度国営小笠山農地開発事業に伴う換地事
務委託について

昭和５１年度 (起)昭51.11.27 水利整備課

6547 5
51国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

国営小笠山農地開発事業に伴う換地事務委託につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 6.18
(決)昭51. 6.26
(施)昭51. 6.26

水利整備課

6547 6
51国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和51年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 5
(決)昭51. 7. 5
(施)昭51. 7. 7

水利整備課

6548 1
52国営小笠山地区換地事業委託関
係

復命書 昭和５２年度 (起)昭53. 3.30 水利整備課

6548 2
52国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和52年度国営小笠山換地処分の委託事業の実績
報告について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.24
(決)昭53. 3.24
(施)昭53. 3.25

水利整備課

6548 3
52国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和52年度国営小笠山農地開発事業の換地処分の
委託費の概算払の請求について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.23
(決)昭53. 2.24
(施)昭53. 2.24

水利整備課

6548 4
52国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和52年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画変更承認申請について

昭和５２年度
(起)昭52.11. 5
(決)昭52.11.12
(施)昭52.11.14

水利整備課
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6548 5
52国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和52年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託費の概算払の請求について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.15
(決)昭52. 8.16
(施)昭52. 8.18

水利整備課

6548 6
52国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和52年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の業務の受託について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.20
(決)昭52. 7.25
(施)昭52. 7.27

水利整備課

6549 1
52国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和52年度国営小笠山農地開発事業換地処分等の
委託費の額の確定通知について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.24
(決)昭53. 3.28
(施)昭53. 3.29

水利整備課

6549 2
52国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

一時利用地の指定及び使用収益の停止について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.24
(決)昭53. 3.24
(施)昭53. 3.24

水利整備課

6549 3
52国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和52年度国営小笠山農地開発事業に伴う換地事
務変更委託について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.23
(決)昭53. 2.25
(施)昭53. 2.25

水利整備課

6549 4
52国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和52年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託について

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 8
(決)昭52. 9. 9
(施)昭52. 9. 9

水利整備課

6549 5
52国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

国営小笠山農地開発事業に伴う換地事務委託につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 8
(決)昭52. 8.24
(施)昭52. 8.24

水利整備課

6550 1
53国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和53年度国営小笠山換地処分の委託事業の実績
報告について（伺い）

昭和５３年度 (起)昭54. 3.29 水利整備課

6550 2
53国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和53年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託費の概算払の請求について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.29
(決)昭54. 1.30
(施)昭54. 1.30

水利整備課

6550 3
53国営小笠山地区換地事業委託関
係

国営小笠山農地開発事業の換地清算金の徴収・支
払について

昭和５３年度 (収)昭54. 1.22 関東農政局長

6550 4
53国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和53年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託事業計画変更承認申請について

昭和５３年度
(起)昭53.12.12
(決)昭53.12.16
(施)昭53.12.19

水利整備課

6550 5
53国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和53年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託費の概算払の請求について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.14
(決)昭53. 6.16
(施)昭53. 6.16

水利整備課

6550 6
53国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和53年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の業務の受託について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.16
(決)昭53. 5.18
(施)昭53. 5.18

水利整備課

6551 1
53国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和53年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.28
(決)昭53. 6.28
(施)昭53. 6.28

水利整備課

6551 2
53国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

国営小笠山農地開発事業に伴う換地事務委託につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 6.13
(決)昭53. 6.19
(施)昭53. 6.19

水利整備課

6552 1
54国営小笠山地区換地事業委託関
係

国営小笠山農地開発事業に係る国が取得する創設
換地の換地清算金について

昭和５４年度 (収)昭55. 3.21 関東農政局長

6552 2
54国営小笠山地区換地事業委託関
係

国営小笠山農地開発事業に係る換地清算金につい
て

昭和５４年度 (収)昭55. 3.21 関東農政局長

6552 3
54国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和54年度国営農地開発事業小笠山地区の換地処
分等の委託事業の実績報告について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.19
(施)昭55. 3.19

水利整備課

6552 4
54国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和54年度国営農地開発事業小笠山地区の換地処
分等の委託費の概算払について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.15
(決)昭55. 2.18
(施)昭55. 2.19

水利整備課

6552 5
54国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和54年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の委託費の概算払の請求について

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 5
(決)昭54. 7. 7
(施)昭54. 7. 9

水利整備課

6552 6
54国営小笠山地区換地事業委託関
係

昭和54年度国営小笠山農地開発事業の換地処分等
の事務の受託について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.22
(施)昭54. 5.22

水利整備課
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6553 1
54国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

昭和54年度国営小笠山地区農地開発事業に伴う換
地事務等に伴う換地事務の痛く契約締結について

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 5
(決)昭54. 7. 7
(施)昭54. 7. 7

水利整備課

6553 2
54国営小笠山地区小笠山土地改良
区再委託業務関係

国営小笠山農地開発事業に伴う換地事務委託につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 6.11
(決)昭54. 6.17
(施)昭54. 6.22

水利整備課

6554 1 種苗法（旧農産種苗法） 農産種苗法の一部を改正する法律について 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 4
(決)昭53. 8.10
(施)昭53. 8.10

造林課

6555 1 造林事業関係例規　No.９
造林補助事業実施要領の運用についての一部改正
について

昭和５５年度 (収)昭55.11.10 林野庁長官

6555 2 造林事業関係例規　No.９ 補助金等適正化法と造林補助金 昭和５４年度 林野庁造林課

6555 3 造林事業関係例規　No.９ 森林総合整備事業実施要綱の制定について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.12
農林水産事務次
官

6555 4 造林事業関係例規　No.９ 森林総合整備事業実施要領の制定について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.12 林野庁長官

6555 5 造林事業関係例規　No.９ 造林補助事業実施要領の運用について 昭和５４年度 (収)昭54. 7.21 林野庁長官

6555 6 造林事業関係例規　No.９ 造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和５４年度 (収)昭54. 6.12 林野庁長官

6555 7 造林事業関係例規　No.９ 森林組合造林補助金事務取扱例の送付について 昭和５２年度 (収)昭53. 3.28 林野庁造林課

6555 8 造林事業関係例規　No.９ 造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 6 林野庁長官

6555 9 造林事業関係例規　No.９
造林補助事業実施要領の運営についての一部改正
について

昭和５３年度 (収)昭53. 5. 6 林野庁長官

6556 1 造林事業関係例規　No.10 林業関係補助金交付要綱の改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.26
(決)昭54. 6.26

造林課

6556 2 造林事業関係例規　No.10
「静岡県造林補助金査定要領」の一部改正につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 4
(決)昭55. 7.10
(施)昭55. 7.10

造林課

6556 3 造林事業関係例規　No.10
静岡県一般造林補助事業実施要領の一部改正につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 5
(施)昭55. 7. 7

造林課

6556 4 造林事業関係例規　No.10
「静岡県造林補助事業実施要領の運営について」
の一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 7
(決)昭54. 9.10
(施)昭54. 9.11

造林課

6556 5 造林事業関係例規　No.10
昭和54年度造林事業に係る調整因子適用基準につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 6
(決)昭54. 7.10
(施)昭54. 7.10

造林課

6556 6 造林事業関係例規　No.10
「市町村・森林組合の造林補助金事務取扱要領」
の一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.14
(決)昭54. 9.19
(施)昭54. 9.19

造林課

6556 7 造林事業関係例規　No.10 静岡県造林補助金査定要領の改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 6
(決)昭54. 7.10
(施)昭54. 7.10

造林課

6556 8 造林事業関係例規　No.10 静岡県造林補助事業検査内規の改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.10
(決)昭54. 7.13
(施)昭54. 7.13

造林課

6556 9 造林事業関係例規　No.10 県単独育林事業実施要領の制定について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.12
(決)昭54. 7.19
(施)昭54. 7.19

造林課
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6556 10 造林事業関係例規　No.10 県単独造林事業実施要領の改正について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.22

造林課

6556 11 造林事業関係例規　No.10 県単独造林事業実施要領の改正案の協議について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 8
(施)昭51. 3.12

造林課

6556 12 造林事業関係例規　No.10 県単独造林事業実施要領の運用について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.22
(決)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.22

造林課

6556 13 造林事業関係例規　No.10 静岡県造林補助事業実施要領の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 9
(決)昭51. 9.13
(施)昭51.10. 5

造林課

6556 14 造林事業関係例規　No.10 静岡県造林補助事業実施要領の改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.28
(決)昭54. 8. 3
(施)昭54. 8. 4

造林課

6556 15 造林事業関係例規　No.10 森林総合整備事業実施要領の制定について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.12
(決)昭54. 6.15
(施)昭54. 6.15

造林課

6557 1 昭和51年静岡県条例綴
静岡県福祉地区及び福祉事務所設置条例の一部を
改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 2 昭和51年静岡県条例綴 静岡県保健所設置条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 3 昭和51年静岡県条例綴
静岡県立厚生保育専門学院等の設置、管理及び授
業料等に関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 4 昭和51年静岡県条例綴 静岡県附属機関設置条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 5 昭和51年静岡県条例綴 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 6 昭和51年静岡県条例綴
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 7 昭和51年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 8 昭和51年静岡県条例綴
静岡県建設事業等市町村負担金徴収条例の一部を
改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 9 昭和51年静岡県条例綴 静岡県税割賦徴収条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 10 昭和51年静岡県条例綴 静岡県学校法人助成に関する条例を廃止する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 11 昭和51年静岡県条例綴 静岡県民会館使用条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 12 昭和51年静岡県条例綴 静岡県総合社会福祉施設建設基金条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 13 昭和51年静岡県条例綴
静岡県衛生関係使用料手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 14 昭和51年静岡県条例綴
静岡県魚介類等行商取締条例の一部を改正する条
例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 15 昭和51年静岡県条例綴
静岡県中小企業会館使用料条例の一部を改正する
条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25
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6557 16 昭和51年静岡県条例綴
静岡県工業試験場等使用料及び手数料条例の一部
を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 17 昭和51年静岡県条例綴 静岡県農業試験場分析手数料条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 18 昭和51年静岡県条例綴 静岡県製茶指導取締条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 19 昭和51年静岡県条例綴 静岡県蚕業技術員登録条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 20 昭和51年静岡県条例綴 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 21 昭和51年静岡県条例綴
静岡県立林業青年の家の設置、管理及び使用料に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 22 昭和51年静岡県条例綴
静岡県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登
録条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 23 昭和51年静岡県条例綴
静岡県労政会館の設置、管理及び使用料に関する
条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 24 昭和51年静岡県条例綴
静岡県道路占用料等徴収条例の一部を改正する条
例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 25 昭和51年静岡県条例綴 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 26 昭和51年静岡県条例綴 静岡県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 27 昭和51年静岡県条例綴 静岡県屋外広告物条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 28 昭和51年静岡県条例綴
静岡県庁西館会議室及び展示室の設置、管理及び
使用料に関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 29 昭和51年静岡県条例綴
静岡県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 30 昭和51年静岡県条例綴
静岡県立学校証明書発行手数料条例の一部を改正
する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 31 昭和51年静岡県条例綴
静岡県文化センター使用料条例の一部を改正する
条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 32 昭和51年静岡県条例綴
静岡県立青年の家等使用料条例の一部を改正する
条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 33 昭和51年静岡県条例綴
静岡県風俗営業等許可手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 34 昭和51年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 35 昭和51年静岡県条例綴 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 36 昭和51年静岡県条例綴
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25
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6557 37 昭和51年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 38 昭和51年静岡県条例綴
昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関
する条例を廃止する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 39 昭和51年静岡県条例綴
静岡県職員の退職手当に関する条例の一部を改正
する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 40 昭和51年静岡県条例綴

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 41 昭和51年静岡県条例綴
静岡県企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 42 昭和51年静岡県条例綴
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 43 昭和51年静岡県条例綴
昭和33年台風22号による被災者に対する県税の減
免に関する条例を廃止する条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 44 昭和51年静岡県条例綴
静岡県立大学授業料徴収条例の一部を改正する条
例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 45 昭和51年静岡県条例綴 静岡県社会福祉会館使用料条例を廃止する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 46 昭和51年静岡県条例綴 静岡県茶業試験場製茶手数料条例を廃止する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 47 昭和51年静岡県条例綴
静岡県建築設計監督等委託手数料条例を廃止する
条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 48 昭和51年静岡県条例綴
高等学校卒業程度試験検定手数料条例を廃止する
条例

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 49 昭和51年静岡県条例綴 風俗営業等取締法施行条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 50 昭和51年静岡県条例綴 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6557 51 昭和51年静岡県条例綴 育児休業に係る給与等に関する条例 昭和５１年度 (施)昭51. 7.20

6557 52 昭和51年静岡県条例綴
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51. 7.20

6557 53 昭和51年静岡県条例綴
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51. 7.20

6557 54 昭和51年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５１年度 (施)昭51.10.23

6557 55 昭和51年静岡県条例綴 静岡県石油コンビナート等防災本部条例 昭和５１年度 (施)昭51.10.23
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6557 56 昭和51年静岡県条例綴
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51.10.23

6557 57 昭和51年静岡県条例綴
静岡県立厚生保育専門学院等の設置、管理及び授
業料等に関する条例の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51.10.23

6557 58 昭和51年静岡県条例綴
静岡県警察職員の救慰金等の支給に関する条例の
一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51.10.23

6557 59 昭和51年静岡県条例綴
静岡県警察官の職務に協力援助した者の災害給付
に関する条例

昭和５１年度 (施)昭51.10.23

6557 60 昭和51年静岡県条例綴 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 昭和５１年度 (施)昭51.12.22

6557 61 昭和51年静岡県条例綴
静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51.12.22

6557 62 昭和51年静岡県条例綴
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和５１年度 (施)昭51.12.22

6557 63 昭和51年静岡県条例綴
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51.12.22

6557 64 昭和51年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51.12.22

6557 65 昭和51年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭51.12.22

6557 66 昭和51年静岡県条例綴 静岡県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和５１年度 (施)昭51.12.22

6557 67 昭和51年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５１年度 (施)昭51.12.22

6558 1 昭和52年静岡県条例綴
静岡県立病院事業の設置等に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 2 昭和52年静岡県条例綴
静岡県特別会計職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 3 昭和52年静岡県条例綴 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 4 昭和52年静岡県条例綴
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 5 昭和52年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 6 昭和52年静岡県条例綴
静岡県監査委員に関する条例の一部を改正する条
例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 7 昭和52年静岡県条例綴 静岡県ふぐの取扱い等に関する条例 昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 8 昭和52年静岡県条例綴 静岡県繭検定手数料条例の一部を改正する条例 昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 9 昭和52年静岡県条例綴 静岡県繭鑑定手数料条例の一部を改正する条例 昭和５１年度 (施)昭52. 3.23
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6558 10 昭和52年静岡県条例綴 静岡県有用植物園観覧料徴収条例を廃止する条例 昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 11 昭和52年静岡県条例綴
静岡県富士養鱒場観覧料徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 12 昭和52年静岡県条例綴
静岡県建設業許可等証明手数料徴収条例の一部を
改正する条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 13 昭和52年静岡県条例綴 静岡県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 14 昭和52年静岡県条例綴 静岡県営住宅管理条例等の一部を改正する条例 昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 15 昭和52年静岡県条例綴
静岡県自動車保管場所証明書交付手数料条例の一
部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 16 昭和52年静岡県条例綴
特別職の職員等の給与等に関する条例及び静岡県
教育長諸給与支給条例の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 17 昭和52年静岡県条例綴

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 18 昭和52年静岡県条例綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 19 昭和52年静岡県条例綴
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.23

6558 20 昭和52年静岡県条例綴
静岡県税賦課徴収条例及び自動車税の臨時特例に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５１年度 (施)昭52. 3.31

6558 21 昭和52年静岡県条例綴 静岡県税賦課徴収条例一部を改正する条例 昭和５２年度 (施)昭52. 5.12

6558 22 昭和52年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５２年度 (施)昭52. 8. 1

6558 23 昭和52年静岡県条例綴
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭52. 8. 1

6558 24 昭和52年静岡県条例綴
静岡県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭52. 8. 1

6558 25 昭和52年静岡県条例綴 静岡県地下水の採取に関する条例 昭和５２年度 (施)昭52. 8. 1

6558 26 昭和52年静岡県条例綴
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭52. 8. 1

6558 27 昭和52年静岡県条例綴

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭52.10.24
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6558 28 昭和52年静岡県条例綴
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭52.10.24

6558 29 昭和52年静岡県条例綴
静岡県建設事業等市町村負担金徴収条例の一部を
改正する条例

昭和５２年度 (施)昭52.10.24

6558 30 昭和52年静岡県条例綴 静岡県公害防止条例の一部を改正する条例 昭和５２年度 (施)昭52.10.24

6558 31 昭和52年静岡県条例綴 静岡県中小企業技術研究開発基金条例 昭和５２年度 (施)昭52.10.24

6558 32 昭和52年静岡県条例綴 静岡県入港料条例 昭和５２年度 (施)昭52.10.24

6558 33 昭和52年静岡県条例綴
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭52.10.24

6558 34 昭和52年静岡県条例綴 静岡県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和５２年度 (施)昭52.12.16

6558 35 昭和52年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５２年度 (施)昭52.12.16

6558 36 昭和52年静岡県条例綴 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 昭和５２年度 (施)昭52.12.16

6558 37 昭和52年静岡県条例綴
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和５２年度 (施)昭52.12.16

6558 38 昭和52年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５２年度 (施)昭52.12.16

6559 1 昭和53年静岡県条例綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
設置条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 2 昭和53年静岡県条例綴 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 3 昭和53年静岡県条例綴
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 4 昭和53年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 5 昭和53年静岡県条例綴
静岡県職員の旅費に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 6 昭和53年静岡県条例綴
静岡県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 7 昭和53年静岡県条例綴
静岡県富士養鱒場観覧料徴収条例の一部を改正す
る条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 8 昭和53年静岡県条例綴
静岡県立林業青年の家の設置、管理及び使用料に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 9 昭和53年静岡県条例綴
静岡県労政会館の設置、管理及び使用料に関する
条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 10 昭和53年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23
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6559 11 昭和53年静岡県条例綴
特別職の職員等の給与等に関する条例及び静岡県
教育長諸給与支給条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 12 昭和53年静岡県条例綴
静岡県教職員の給与に関する条例及び静岡県教職
員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 13 昭和53年静岡県条例綴
育児休業に係る給与等に関する条例の一部を改正
する条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 14 昭和53年静岡県条例綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 15 昭和53年静岡県条例綴
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.23

6559 16 昭和53年静岡県条例綴
静岡県税賦課徴収条例及び自動車税の臨時特例に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５２年度 (施)昭53. 3.31

6559 17 昭和53年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５３年度 (施)昭53. 7.20

6559 18 昭和53年静岡県条例綴
静岡県民会館設置条例及び静岡県民会館使用条例
を廃止する条例

昭和５３年度 (施)昭53. 7.20

6559 19 昭和53年静岡県条例綴
特殊車両通行許可手数料の額を定める条例の一部
を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53. 7.20

6559 20 昭和53年静岡県条例綴
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53. 7.20

6559 21 昭和53年静岡県条例綴
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53. 7.20

6559 22 昭和53年静岡県条例綴
静岡県風俗営業等許可手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和５３年度 (施)昭53. 7.20

6559 23 昭和53年静岡県条例綴

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53.10.24

6559 24 昭和53年静岡県条例綴 静岡県議会議員配当数条例の一部を改正する条例 昭和５３年度 (施)昭53.10.24

6559 25 昭和53年静岡県条例綴
クリーニング業法第４条の２の規定に基づく衛生
措置の確保に関する条例

昭和５３年度 (施)昭53.10.24

6559 26 昭和53年静岡県条例綴 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 昭和５３年度 (施)昭53.12.22

6559 27 昭和53年静岡県条例綴
静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53.12.22

6559 28 昭和53年静岡県条例綴
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和５３年度 (施)昭53.12.22

6559 29 昭和53年静岡県条例綴
静岡県教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53.12.22
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6559 30 昭和53年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53.12.22

6559 31 昭和53年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53.12.22

6559 32 昭和53年静岡県条例綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
設置条例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭53.12.22

6559 33 昭和53年静岡県条例綴 静岡県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和５３年度 (施)昭53.12.22

6560 1 昭和54年静岡県条例綴 静岡県部設置条例の一部を改正する条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 2 昭和54年静岡県条例綴 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 3 昭和54年静岡県条例綴
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 4 昭和54年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 5 昭和54年静岡県条例綴
静岡県建設事業等市町村負担金徴収条例の一部を
改正する条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 6 昭和54年静岡県条例綴 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 7 昭和54年静岡県条例綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 8 昭和54年静岡県条例綴
静岡県衛生関係使用料手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 9 昭和54年静岡県条例綴 静岡県大規模小売店舗審議会条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 10 昭和54年静岡県条例綴
静岡県浜松内陸コンテナ基地の設置、管理及び使
用料に関する条例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 11 昭和54年静岡県条例綴 静岡県農林水産業技術研究開発基金条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 12 昭和54年静岡県条例綴 静岡県生乳検査条例を廃止する条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 13 昭和54年静岡県条例綴 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 14 昭和54年静岡県条例綴
静岡県宇佐美大仁有料道路通行料金徴収条例及び
静岡県表富士周遊道路通行料金徴収条例の一部を
改正する条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 15 昭和54年静岡県条例綴 静岡県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 16 昭和54年静岡県条例綴
静岡県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22
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6560 17 昭和54年静岡県条例綴
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 18 昭和54年静岡県条例綴
静岡県教職員の給与に関する条例及び静岡県教職
員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 19 昭和54年静岡県条例綴
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 20 昭和54年静岡県条例綴 静岡県県債管理基金条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 21 昭和54年静岡県条例綴
静岡県精神衛生審議会条例及び静岡県精神衛生診
査協議会条例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 22 昭和54年静岡県条例綴
静岡県病害虫防除所設置条例の一部を改正する条
例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 23 昭和54年静岡県条例綴 静岡県立美術博物館建設基金条例 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22

6560 24 昭和54年静岡県条例綴
静岡県税賦課徴収条例及び自動車税の臨時特例に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５３年度 (施)昭54. 3.31

6560 25 昭和54年静岡県条例綴 静岡県議会委員会条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭54. 5.11

6560 26 昭和54年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５４年度 (施)昭54. 7.20

6560 27 昭和54年静岡県条例綴 静岡県防災会議条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭54. 7.20

6560 28 昭和54年静岡県条例綴
静岡県職員の旅費に関する条例及び特別職の職員
等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭54. 7.20

6560 29 昭和54年静岡県条例綴 静岡県県営住宅管理条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭54. 7.20

6560 30 昭和54年静岡県条例綴 静岡県地震災害警戒本部条例 昭和５４年度 (施)昭54.10.29

6560 31 昭和54年静岡県条例綴
静岡県立農林短期大学校の設置及び管理に関する
条例

昭和５４年度 (施)昭54.10.29

6560 32 昭和54年静岡県条例綴
静岡県立職業訓練施設の設置及び運営に関する条
例

昭和５４年度 (施)昭54.10.29

6560 33 昭和54年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５４年度 (施)昭54.10.29

6560 34 昭和54年静岡県条例綴 静岡県議会議員定数特例条例 昭和５４年度 (施)昭54.10.29

6560 35 昭和54年静岡県条例綴
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭54.12.25

6560 36 昭和54年静岡県条例綴 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭54.12.25
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6560 37 昭和54年静岡県条例綴
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和５４年度 (施)昭54.12.25

6560 38 昭和54年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５４年度 (施)昭54.12.25

6561 1 昭和55年静岡県条例綴 静岡県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 2 昭和55年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 3 昭和55年静岡県条例綴 静岡県職員定数条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 4 昭和55年静岡県条例綴 静岡県教職員定数条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 5 昭和55年静岡県条例綴
静岡県市町村立学校教職員定数条例の一部を改正
する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 6 昭和55年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条
例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 7 昭和55年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 8 昭和55年静岡県条例綴 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 9 昭和55年静岡県条例綴
静岡県立大学授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 10 昭和55年静岡県条例綴
静岡県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正
する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 11 昭和55年静岡県条例綴
静岡県衛生関係使用料手数料条例の一部を改正す
る条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 12 昭和55年静岡県条例綴
静岡県立厚生保育専門学院等の設置、管理及び授
業料等に関する条例の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 13 昭和55年静岡県条例綴
静岡県魚介類等行商取締条例及び静岡県ふぐの取
扱い等に関する条例の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 14 昭和55年静岡県条例綴 静岡県危険な動物の飼養及び保管に関する条例 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 15 昭和55年静岡県条例綴
静岡県茶業会議所の活動促進に関する条例の一部
を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 16 昭和55年静岡県条例綴
静岡県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登
録条例の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 17 昭和55年静岡県条例綴
静岡県立林業青年の家の設置、管理及び使用料に
関する条例の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 18 昭和55年静岡県条例綴 静岡県県営住宅管理条例等の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 19 昭和55年静岡県条例綴
静岡県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する
条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25
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6561 20 昭和55年静岡県条例綴
特別職の職員等の給与等に関する条例及び静岡県
教育長諸給与支給条例の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 21 昭和55年静岡県条例綴

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例の一部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 22 昭和55年静岡県条例綴
静岡県公営企業の設置等に関する条例及び静岡県
工業用水道及び水道の使用量等に関する条例の一
部を改正する条例

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 23 昭和55年静岡県条例綴 静岡県核燃料税条例 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 24 昭和55年静岡県条例綴 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25

6561 25 昭和55年静岡県条例綴
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

昭和５５年度 (施)昭55. 7.23

6561 26 昭和55年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 27 昭和55年静岡県条例綴

静岡県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及
び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の
退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期
間との通算に関する条例の一部を改正する条例

昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 28 昭和55年静岡県条例綴 静岡県恩給条例の一部を改正する条例 昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 29 昭和55年静岡県条例綴 静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 30 昭和55年静岡県条例綴
静岡県中小企業会館使用料条例の一部を改正する
条例

昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 31 昭和55年静岡県条例綴
静岡県労政会館の設置、管理及び使用料に関する
条例の一部を改正する条例

昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 32 昭和55年静岡県条例綴 静岡県都市公園条例の一部を改正する条例 昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 33 昭和55年静岡県条例綴
静岡県庁西館会議室及び展示室の設置、管理及び
使用料に関する条例の一部を改正する条例

昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 34 昭和55年静岡県条例綴
静岡県文化センター使用料条例の一部を改正する
条例

昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 35 昭和55年静岡県条例綴
静岡県工業用水道及び水道の使用量等に関する条
例の一部を改正する条例

昭和５５年度 (施)昭55.10.20

6561 36 昭和55年静岡県条例綴 静岡県立学校設置条例の一部を改正する条例 昭和５５年度 (施)昭55.12.22

6561 37 昭和55年静岡県条例綴
静岡県警察の組織に関する条例の一部を改正する
条例

昭和５５年度 (施)昭55.12.22
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6561 38 昭和55年静岡県条例綴 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 昭和５５年度 (施)昭55.12.22

6561 39 昭和55年静岡県条例綴
静岡県教職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

昭和５５年度 (施)昭55.12.22

6561 40 昭和55年静岡県条例綴
静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

昭和５５年度 (施)昭55.12.22

6562 1 昭和51年静岡県規則綴
発電用水利使用規程等の県令及び規則を廃止する
規則

昭和５０年度 (施)昭51. 1. 9

6562 2 昭和51年静岡県規則綴 静岡県営林規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 1.20

6562 3 昭和51年静岡県規則綴

土地区画整理事業施行地区等における行為制限に
関する規則及び土地区画整理法第76条に規定する
事務の一部を静岡市長等に委任する規則の一部を
改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 2.17

6562 4 昭和51年静岡県規則綴 静岡県土採取等規制条例施行規則 昭和５０年度 (施)昭51. 2.24

6562 5 昭和51年静岡県規則綴 静岡県土採取等規制条例の施行期日を定める規則 昭和５０年度 (施)昭51. 2.27

6562 6 昭和51年静岡県規則綴 静岡県桑苗検査手数料徴収規則を廃止する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3. 2

6562 7 昭和51年静岡県規則綴 静岡県漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3. 5

6562 8 昭和51年静岡県規則綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭51. 3. 9

6562 9 昭和51年静岡県規則綴 建築士法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3. 9

6562 10 昭和51年静岡県規則綴
静岡県道路使用許可手数料徴収規則の一部を改正
する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3. 9

6562 11 昭和51年静岡県規則綴 森林病害虫等防除法施行細則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.12

6562 12 昭和51年静岡県規則綴
静岡県銃砲刀剣類の許可及び登録手数料規則の一
部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.16

6562 13 昭和51年静岡県規則綴
静岡県青果物出荷規格条例施行規則の一部を改正
する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.19

6562 14 昭和51年静岡県規則綴
大豆又はなたね集荷業者登録手数料徴収規則の一
部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.23

6562 15 昭和51年静岡県規則綴
静岡県立厚生保育専門学院等の設置、管理及び授
業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6562 16 昭和51年静岡県規則綴 静岡県衛生関係使用料手数料条例施行規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6562 17 昭和51年静岡県規則綴
静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.25
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6562 18 昭和51年静岡県規則綴 と畜場法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.25

6562 19 昭和51年静岡県規則綴
静岡県職業訓練指導員免許手数料等徴収規則等の
一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.26

6562 20 昭和51年静岡県規則綴
静岡県技能検定協会が実施する技能検定試験の手
数料の額を定める規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.26

6562 21 昭和51年静岡県規則綴
静岡県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登
録条例施行規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.30

6562 22 昭和51年静岡県規則綴
静岡県河川法施行細則及び静岡県海岸法施行細則
の一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.30

6562 23 昭和51年静岡県規則綴 静岡県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.30

6562 24 昭和51年静岡県規則綴 静岡県港湾管理規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.30

6562 25 昭和51年静岡県規則綴 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.30

6562 26 昭和51年静岡県規則綴
静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.30

6562 27 昭和51年静岡県規則綴
静岡県畜産関係使用料及び手数料条例施行規則の
一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.30

6562 28 昭和51年静岡県規則綴 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.30

6562 29 昭和51年静岡県規則綴
静岡県富士演習場地区対策委員会規則を廃止する
規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 30 昭和51年静岡県規則綴 静岡県農業試験場分析手数料条例施行規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 31 昭和51年静岡県規則綴
静岡県養ほう振興法施行細則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 32 昭和51年静岡県規則綴 家畜伝染病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 33 昭和51年静岡県規則綴
静岡県種雄豚及び種雄山羊検査条例施行規則の一
部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 34 昭和51年静岡県規則綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規程の一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 35 昭和51年静岡県規則綴 静岡県漁港管理規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 36 昭和51年静岡県規則綴 静岡県社会福祉会館管理規則を廃止する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 37 昭和51年静岡県規則綴
静岡県建築設計監督等委託手数料条例施行規則を
廃止する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 38 昭和51年静岡県規則綴 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

189 ページ



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

6562 39 昭和51年静岡県規則綴
静岡県失業対策事業運営管理規程の一部を改正す
る規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 40 昭和51年静岡県規則綴 静岡県職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 41 昭和51年静岡県規則綴 母子健康法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 42 昭和51年静岡県規則綴
静岡県工業試験場等使用料及び手数料条例施行規
則の一部を改正する規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 43 昭和51年静岡県規則綴
消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規
則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 44 昭和51年静岡県規則綴 児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 45 昭和51年静岡県規則綴 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 46 昭和51年静岡県規則綴
静岡県製茶指導取締条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 47 昭和51年静岡県規則綴 静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 48 昭和51年静岡県規則綴
静岡県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭51. 4. 1

6562 49 昭和51年静岡県規則綴
静岡県青少年問題協議会規則等の一部を改正する
規則

昭和５０年度 (施)昭51. 3.31

6562 50 昭和51年静岡県規則綴 静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭51. 4. 1

6562 51 昭和51年静岡県規則綴
静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和５１年度 (施)昭51. 4.15

6562 52 昭和51年静岡県規則綴
静岡県通訳案内業免許手数料徴収規則の一部を改
正する規則

昭和５１年度 (施)昭51. 4.30

6562 53 昭和51年静岡県規則綴
静岡県老人居室整備資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和５１年度 (施)昭51. 5.25

6562 54 昭和51年静岡県規則綴 理容師法施行細則 昭和５１年度 (施)昭51. 5.27

6562 55 昭和51年静岡県規則綴 美容師法施行細則 昭和５１年度 (施)昭51. 5.27

6562 56 昭和51年静岡県規則綴 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭51. 6.28

6562 57 昭和51年静岡県規則綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭51. 7. 9

6562 58 昭和51年静岡県規則綴
私立学校の経常的経費に対する補助金の種類等に
関する規則を廃止する規則

昭和５１年度 (施)昭51. 7.13

6562 59 昭和51年静岡県規則綴
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条
例施行規則の一部を改正する規則

昭和５１年度 (施)昭51. 7.20
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6562 60 昭和51年静岡県規則綴
静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭51. 7.20

6562 61 昭和51年静岡県規則綴
静岡県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和５１年度 (施)昭51. 7.20

6562 62 昭和51年静岡県規則綴 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭51. 7.30

6562 63 昭和51年静岡県規則綴
静岡県看護婦等修学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和５１年度 (施)昭51. 8.20

6562 64 昭和51年静岡県規則綴 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭51. 8.20

6562 65 昭和51年静岡県規則綴
静岡県保母修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭51. 8.24

6562 66 昭和51年静岡県規則綴
静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５１年度 (施)昭51. 8.25

6562 67 昭和51年静岡県規則綴
静岡県技能検定協会が実施する技能検定試験の手
数料の額を定める規則の一部を改正する規則

昭和５１年度 (施)昭51. 9.21

6562 68 昭和51年静岡県規則綴
静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５１年度 (施)昭51.10.22

6562 69 昭和51年静岡県規則綴
静岡県警察官の職務に協力援助した者の災害給付
に関する条例施行規則を廃止する規則

昭和５１年度 (施)昭51.10.23

6562 70 昭和51年静岡県規則綴
静岡県保母試験手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５１年度 (施)昭51.10.23

6562 71 昭和51年静岡県規則綴 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭51.10.23

6562 72 昭和51年静岡県規則綴
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税に係る基準財政収入額の算定に関する規則
の一部を改正する規則

昭和５１年度 (施)昭51.11.12

6562 73 昭和51年静岡県規則綴
静岡県土地区画整理組合貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和５１年度 (施)昭51.11.19

6562 74 昭和51年静岡県規則綴
静岡県高等学校定時制課程就学資金貸与規則の一
部を改正する規則

昭和５１年度 (施)昭51.11.30

6562 75 昭和51年静岡県規則綴
静岡県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和５１年度 (施)昭51.12.10

6562 76 昭和51年静岡県規則綴
静岡県中小企業近代化資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和５１年度 (施)昭51.12.10

6562 77 昭和51年静岡県規則綴
静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭51.12.17

6562 78 昭和51年静岡県規則綴
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例附則第３項ただし書きの
規則で定める日等を定める規則

昭和５１年度 (施)昭51.12.25

6563 1 昭和52年静岡県規則綴
静岡県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭52. 2. 8 文書課
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6563 2 昭和52年静岡県規則綴 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 2.18 文書課

6563 3 昭和52年静岡県規則綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭52. 3. 4 文書課

6563 4 昭和52年静岡県規則綴 都市計画法施行細則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.18 文書課

6563 5 昭和52年静岡県規則綴
静岡県立厚生保育専門学校等の設置、管理及び授
業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.25 文書課

6563 6 昭和52年静岡県規則綴 静岡県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.25 文書課

6563 7 昭和52年静岡県規則綴 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.25 文書課

6563 8 昭和52年静岡県規則綴
静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.25 文書課

6563 9 昭和52年静岡県規則綴
知事の権限の一部を保健所長等に対して委任する
規則の一部を改正する規則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.25 文書課

6563 10 昭和52年静岡県規則綴 建築基準法令取扱規程の一部改正 昭和５１年度 (施)昭51. 5.31 文書課

6563 11 昭和52年静岡県規則綴 静岡県財務規則の一部改正 昭和５１年度 (施)昭52. 5.31 文書課

6563 12 昭和52年静岡県規則綴 静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.25 文書課

6563 13 昭和52年静岡県規則綴 静岡県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.28 文書課

6563 14 昭和52年静岡県規則綴 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 15 昭和52年静岡県規則綴 静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 16 昭和52年静岡県規則綴 静岡県行政書士法施行細則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 17 昭和52年静岡県規則綴
主要食糧取扱者等手数料徴収規則の一部を改正す
る規則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 18 昭和52年静岡県規則綴
静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 19 昭和52年静岡県規則綴
静岡県林業種苗手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 20 昭和52年静岡県規則綴
静岡県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 21 昭和52年静岡県規則綴
地方公営企業法第15条第１項ただし書きに規定す
る主要な職員を定める規則の一部を改正する規則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課
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6563 22 昭和52年静岡県規則綴
地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき、知
事が定める職に関する規則の一部を改正する規則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 23 昭和52年静岡県規則綴 静岡県職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 24 昭和52年静岡県規則綴
土地譲渡益重課制度に係る優良な宅地及び住宅の
認定事務施行規則の一部を改正する規則

昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 25 昭和52年静岡県規則綴 静岡県立病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和５１年度 (施)昭52. 3.31 文書課

6563 26 昭和52年静岡県規則綴 静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 5.12 文書課

6563 27 昭和52年静岡県規則綴
静岡県老人居室整備資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和５２年度 (施)昭52. 5.13 文書課

6563 28 昭和52年静岡県規則綴 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 5.13 文書課

6563 29 昭和52年静岡県規則綴 静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 5.13 文書課

6563 30 昭和52年静岡県規則綴
静岡県看護教員就学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和５２年度 (施)昭52. 5.16 文書課

6563 31 昭和52年静岡県規則綴 静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 5.16 文書課

6563 32 昭和52年静岡県規則綴
知事の権限を民生事務所長に委任する規則の一部
を改正する規則

昭和５２年度 (施)昭52. 5.26 文書課

6563 33 昭和52年静岡県規則綴 静岡県事務決裁規程の一部改正 昭和５２年度 (施)昭52. 5.26 文書課

6563 34 昭和52年静岡県規則綴 静岡県税事務決裁規程の一部改正 昭和５２年度 (施)昭52. 5.26 文書課

6563 35 昭和52年静岡県規則綴
静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５２年度 (施)昭52. 6. 9 文書課

6563 36 昭和52年静岡県規則綴
静岡県土地区画整理組合貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和５２年度 (施)昭52. 6.14 文書課

6563 37 昭和52年静岡県規則綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭52. 6.17 文書課

6563 38 昭和52年静岡県規則綴
静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭52. 7. 1 文書課

6563 39 昭和52年静岡県規則綴 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 7.12 文書課

6563 40 昭和52年静岡県規則綴 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 8. 1 文書課

6563 41 昭和52年静岡県規則綴 静岡県職員被服貸与規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 8. 1 文書課

6563 42 昭和52年静岡県規則綴 静岡県地下水審議会規則 昭和５２年度 (施)昭52. 8. 1 文書課
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6563 43 昭和52年静岡県規則綴
静岡県看護婦等就学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和５２年度 (施)昭52. 8.23 文書課

6563 44 昭和52年静岡県規則綴
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条
例施行規則の一部を改正する規則

昭和５２年度 (施)昭52. 8.23 文書課

6563 45 昭和52年静岡県規則綴 静岡県官報報告事務取扱規程の一部改正 昭和５２年度 (施)昭52. 8.30 文書課

6563 46 昭和52年静岡県規則綴 建設業許可手数料の額を定める規則 昭和５２年度 (施)昭52. 9. 1 文書課

6563 47 昭和52年静岡県規則綴
静岡県技能検定協会が実施する技能検定試験手数
料の額を定める規則の一部を改正する規則

昭和５２年度 (施)昭52. 9.20 文書課

6563 48 昭和52年静岡県規則綴 静岡県財産規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 9.24 文書課

6563 49 昭和52年静岡県規則綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭52. 9.27 文書課

6563 50 昭和52年静岡県規則綴 静岡県立病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭52. 9.27 文書課

6563 51 昭和52年静岡県規則綴
静岡県保母修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭52.10.11 文書課

6563 52 昭和52年静岡県規則綴 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 昭和５２年度 (施)昭52.10. 7 文書課

6563 53 昭和52年静岡県規則綴
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５２年度 (施)昭52.10.29 文書課

6563 54 昭和52年静岡県規則綴
土地区画整理法第76条に規定する事務の一部を市
町村長に委任する規則

昭和５２年度 (施)昭52.12.16 文書課

6563 55 昭和52年静岡県規則綴
静岡県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭52.12.26 文書課

6563 56 昭和52年静岡県規則綴
みつばちの腐蛆病予防に関する規則の一部を改正
する規則

昭和５２年度 (施)昭52.12.26 文書課

6563 57 昭和52年静岡県規則綴 静岡県入港料条例施行規則 昭和５２年度 (施)昭52.12.26 文書課

6564 1 昭和53年静岡県規則綴
静岡県地下水の採取に関する条例施行期日を定め
る規則

昭和５２年度 (施)昭53. 1. 9 文書課

6564 2 昭和53年静岡県規則綴 静岡県地下水の採取に関する条例施行規則 昭和５２年度 (施)昭53. 1. 9 文書課

6564 3 昭和53年静岡県規則綴 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭53. 2.12 文書課

6564 4 昭和53年静岡県規則綴
円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第３条第
１項の認定に関する事務の一部を市町村長に委任
する規則

昭和５２年度 (施)昭53. 2.15 文書課

6564 5 昭和53年静岡県規則綴
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５２年度 (施)昭53. 3.25 文書課
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6564 6 昭和53年静岡県規則綴 静岡県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭53. 3.25 文書課

6564 7 昭和53年静岡県規則綴
静岡県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭53. 3.28 文書課

6564 8 昭和53年静岡県規則綴 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭53. 3.30 文書課

6564 9 昭和53年静岡県規則綴 静岡県立病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭53. 3.30 文書課

6564 10 昭和53年静岡県規則綴 静岡県労政会館管理規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭53. 3.30 文書課

6564 11 昭和53年静岡県規則綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規定の一部改正する規則

昭和５２年度 (施)昭53. 3.30 文書課

6564 12 昭和53年静岡県規則綴 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭53. 3.30 文書課

6564 13 昭和53年静岡県規則綴 静岡県職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭53. 3.31 文書課

6564 14 昭和53年静岡県規則綴
静岡県火薬類取締法施行細則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭53. 3.31 文書課

6564 15 昭和53年静岡県規則綴
保健婦助産婦看護婦施行細則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭53. 3.31 文書課

6564 16 昭和53年静岡県規則綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則

昭和５２年度 (施)昭53. 3.31 文書課

6564 17 昭和53年静岡県規則綴 譲渡予定価額審査手数料徴収規則 昭和５２年度 (施)昭53. 3.31 文書課

6564 18 昭和53年静岡県規則綴 静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５２年度 (施)昭53. 3.31 文書課

6564 19 昭和53年静岡県規則綴
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち地方
交付税に係る基準財政収入額の算定に関する規則
の一部を改正する規則

昭和５２年度 (施)昭53. 3.31 文書課

6564 20 昭和53年静岡県規則綴 静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53. 4. 1 文書課

6564 21 昭和53年静岡県規則綴 静岡県建設工事執行規則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53. 4. 1 文書課

6564 22 昭和53年静岡県規則綴
静岡県通訳案内業免許手数料徴収規則の一部を改
正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 5. 1 文書課

6564 23 昭和53年静岡県規則綴
日雇労働者就職支度金貸付規則の一部を改正する
規則

昭和５３年度 (施)昭53. 5. 9 文書課

6564 24 昭和53年静岡県規則綴 静岡県事務決裁規程一部改正 昭和５３年度 (施)昭53. 5.25 文書課

6564 25 昭和53年静岡県規則綴
静岡県老人居室整備資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和５３年度 (施)昭53. 5.30 文書課
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6564 26 昭和53年静岡県規則綴
静岡県土地区画整理組合貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 6. 9 文書課

6564 27 昭和53年静岡県規則綴 通訳案内業法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53. 6.16 文書課

6564 28 昭和53年静岡県規則綴 都市計画法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53. 6.27 文書課

6564 29 昭和53年静岡県規則綴
土地譲渡益重課制度に係る優良な宅地及び住宅認
定事務施行規則の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 6.27 文書課

6564 30 昭和53年静岡県規則綴
生繭売買又は仲立許可手数料徴収規則の一部を改
正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 6.29 文書課

6564 31 昭和53年静岡県規則綴
大豆又はなたね集荷業者登録手数料徴収規則の一
部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 6.29 文書課

6564 32 昭和53年静岡県規則綴
静岡県建設機械打刻手数料及び打刻検認手数料徴
収規則の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 6.29 文書課

6564 33 昭和53年静岡県規則綴
静岡県肥料生産業者登録手数料徴収規則の一部を
改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 6.29 文書課

6564 34 昭和53年静岡県規則綴
静岡県船籍票交付等手数料徴収規則の一部を改正
する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 6.29 文書課

6564 35 昭和53年静岡県規則綴 静岡県漁業手数料徴収規則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53. 6.29 文書課

6564 36 昭和53年静岡県規則綴
静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和５３年度 (施)昭53. 7. 4 文書課

6564 37 昭和53年静岡県規則綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則

昭和５３年度 (施)昭53. 7. 7 文書課

6564 38 昭和53年静岡県規則綴
静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５３年度 (施)昭53. 7.14 文書課

6564 39 昭和53年静岡県規則綴 建築士法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53. 7.21 文書課

6564 40 昭和53年静岡県規則綴 静岡県古物営業等許可手数料徴収規則 昭和５３年度 (施)昭53. 7.26 文書課

6564 41 昭和53年静岡県規則綴
貸金業の届出報告の徴収及び調査に関する規則の
一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 7.29 文書課

6564 42 昭和53年静岡県規則綴
静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和５３年度 (施)昭53. 8.11 文書課

6564 43 昭和53年静岡県規則綴
静岡県高等学校定時性課程及び通信制課程就学資
金貸与規則の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 8.22 文書課

6564 44 昭和53年静岡県規則綴
静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５３年度 (施)昭53. 8.25 文書課

6564 45 昭和53年静岡県規則綴
銃砲刀剣類所持等取締法に基づく手数料の額を定
める規則

昭和５３年度 (施)昭53. 8.25 文書課

6564 46 昭和53年静岡県規則綴
静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５３年度 (施)昭53. 9. 1 文書課
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6564 47 昭和53年静岡県規則綴
静岡県看護婦等就学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和５３年度 (施)昭53. 9. 8 文書課

6564 48 昭和53年静岡県規則綴
静岡県技能検定協会が実施する技能検定試験の手
数料の額を定める規則の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 9.16 文書課

6564 49 昭和53年静岡県規則綴 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53. 9.19 文書課

6564 50 昭和53年静岡県規則綴
静岡県民会館の運営及び使用に関する規則を廃止
する規則

昭和５３年度 (施)昭53. 9.28 文書課

6564 51 昭和53年静岡県規則綴
静岡県農業協同組合等検査規則の一部を改正する
規則

昭和５３年度 (施)昭53. 9.30 文書課

6564 52 昭和53年静岡県規則綴
静岡県保母修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和５３年度 (施)昭53.10. 6 文書課

6564 53 昭和53年静岡県規則綴
静岡県議会の議員その他非常勤職員の公務災害補
償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53.10.17 文書課

6564 54 昭和53年静岡県規則綴 静岡県立病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53.10.30 文書課

6564 55 昭和53年静岡県規則綴
社団法人静岡県農業開発機械公社に請負わせて行
う建設工事に関する規則を廃止する規則

昭和５３年度 (施)昭53.11. 7 文書課

6564 56 昭和53年静岡県規則綴 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53.11.28 文書課

6564 57 昭和53年静岡県規則綴
知事の権限の一部を保健所長等に対して委任する
規則の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53.11.28 文書課

6564 58 昭和53年静岡県規則綴
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税に係る基準財政収入額の算定に関する規則

昭和５３年度 (施)昭53.12.13 文書課

6564 59 昭和53年静岡県規則綴 家畜改良増殖法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭53.12.13 文書課

6564 60 昭和53年静岡県規則綴
静岡県専修職業訓練校及び静岡県高等職業訓練校
規定及び静岡県職業訓練指導員就学資金貸与規則
の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53.12.22 文書課

6564 61 昭和53年静岡県規則綴
静岡県厚生保育専門学校等設置、管理及び授業料
等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭53.12.25 文書課

6565 1 昭和54年静岡県規則綴
鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を
改正する規則

昭和５３年度 (施)昭54. 1.19 文書課

6565 2 昭和54年静岡県規則綴 静岡県漁船法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 1.19 文書課

6565 3 昭和54年静岡県規則綴
静岡県地下水の採取に関する条令施行規則の一部
を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭54. 1.29 文書課

6565 4 昭和54年静岡県規則綴 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 1.29 文書課

6565 5 昭和54年静岡県規則綴
静岡県火薬類取締法施行細則の一部を改正する規
則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.15 文書課
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6565 6 昭和54年静岡県規則綴
鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を
改正する規則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.15 文書課

6565 7 昭和54年静岡県規則綴
計量法の施行に関する事務の一部を市長に委任す
る規則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.15 文書課

6565 8 昭和54年静岡県規則綴
駐車場法の施行に関する事務の一部を市町村長に
委任する規則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.15 文書課

6565 9 昭和54年静岡県規則綴 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.22 文書課

6565 10 昭和54年静岡県規則綴 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 11 昭和54年静岡県規則綴
静岡県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する
規則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 12 昭和54年静岡県規則綴
静岡県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 13 昭和54年静岡県規則綴 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 14 昭和54年静岡県規則綴 生活保護法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 15 昭和54年静岡県規則綴
静岡県公害防止条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 16 昭和54年静岡県規則綴 技能検定試験の手数料の額を定める規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 17 昭和54年静岡県規則綴 静岡県立職業訓練校規程の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 18 昭和54年静岡県規則綴 静岡県生乳検査条例施行規則を廃止する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 19 昭和54年静岡県規則綴
クリーニング業法第４条の２の規定に基づく衛生
措置の確保に関する条例施行

昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 20 昭和54年静岡県規則綴
静岡県青少年問題協議会規則等の一部を改正する
規則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 21 昭和54年静岡県規則綴
違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額
を定める規則の一部を改正する規則

昭和５３年度 (施)昭54. 3.30 文書課

6565 22 昭和54年静岡県規則綴 静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.31 文書課

6565 23 昭和54年静岡県規則綴 静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.31 文書課

6565 24 昭和54年静岡県規則綴 静岡県処務規定の一部改正 昭和５３年度 (施)昭54. 3.31 文書課

6565 25 昭和54年静岡県規則綴 静岡県公舎管理規程の一部改正 昭和５３年度 (施)昭54. 3.31 文書課

6565 26 昭和54年静岡県規則綴 静岡県財務規則の一部を改正する規則 昭和５３年度 (施)昭54. 3.31 文書課
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6565 27 昭和54年静岡県規則綴 静岡県職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭54. 4.18 文書課

6565 28 昭和54年静岡県規則綴
静岡県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害
補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５４年度 (施)昭54. 4.18 文書課

6565 29 昭和54年静岡県規則綴
静岡県狩猟免状等交付等手数料徴収規則の一部を
改正する規則

昭和５４年度 (施)昭54. 5. 2 文書課

6565 30 昭和54年静岡県規則綴
静岡県大規模売店舖審議会条例の施行期日を定め
る規則

昭和５４年度 (施)昭54. 5. 7 文書課

6565 31 昭和54年静岡県規則綴
静岡県職業訓練手当支給規則の一部を改正する規
則

昭和５４年度 (施)昭54. 5.29 文書課

6565 32 昭和54年静岡県規則綴
静岡県土地区画整理組合貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和５４年度 (施)昭54. 5.29 文書課

6565 33 昭和54年静岡県規則綴
河川工事の施行に関する事務の一部を静岡市長に
委任する規則を改正する規則

昭和５４年度 (施)昭54. 5.30 文書課

6565 34 昭和54年静岡県規則綴 静岡県事務決裁規程の一部改正 昭和５４年度 (施)昭54. 5.30 文書課

6565 35 昭和54年静岡県規則綴 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭54. 6. 7 文書課

6565 36 昭和54年静岡県規則綴
静岡県老人居室整備資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和５４年度 (施)昭54. 6.12 文書課

6565 37 昭和54年静岡県規則綴
静岡県看護婦等就学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和５４年度 (施)昭54. 6.29 文書課

6565 38 昭和54年静岡県規則綴
特定住宅用地認定申請手数料及び譲渡予定額審査
手数料徴収規則

昭和５４年度 (施)昭54. 7. 2 文書課

6565 39 昭和54年静岡県規則綴 静岡県税事務決裁規程の一部改正 昭和５４年度 (施)昭54. 7.20 文書課

6565 40 昭和54年静岡県規則綴 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭54. 7.27 文書課

6565 41 昭和54年静岡県規則綴
静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和５４年度 (施)昭54. 7.31 文書課

6565 42 昭和54年静岡県規則綴
静岡県保母修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和５４年度 (施)昭54. 7.31 文書課

6565 43 昭和54年静岡県規則綴
静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５４年度 (施)昭54. 8.25 文書課

6565 44 昭和54年静岡県規則綴 鳥獣保護及狩猟二関スル法律施行細則 昭和５４年度 (施)昭54. 7.31 文書課

6565 45 昭和54年静岡県規則綴
静岡県高等学校定時制及び通信制課程就学資金貸
与規則の一部を改正する規則

昭和５４年度 (施)昭54. 8.27 文書課

6565 46 昭和54年静岡県規則綴
技能検定試験の手数料の額を定める規則の一部を
改正する規則

昭和５４年度 (施)昭54. 9.17 文書課
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6565 47 昭和54年静岡県規則綴
静岡県保母試験手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５４年度 (施)昭54.10.26 文書課

6565 48 昭和54年静岡県規則綴
静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和５４年度 (施)昭54.12. 6 文書課

6565 49 昭和54年静岡県規則綴 医療法施行細則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭54.12.11 文書課

6565 50 昭和54年静岡県規則綴
静岡県畜産関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５４年度 (施)昭54.12.26 文書課

6566 1 昭和55年静岡県規則綴
静岡県地下水採取に関する条例施行規則の一部を
改正する規則

昭和５４年度 (施)昭55. 1.31 文書課

6566 2 昭和55年静岡県規則綴 静岡県処務規程の一部改正 昭和５４年度 (施)昭55. 2. 7 文書課

6566 3 昭和55年静岡県規則綴
静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正す
る規則

昭和５４年度 (施)昭55. 2.29 文書課

6566 4 昭和55年静岡県規則綴
土地譲渡益重課制度に係る優良な宅地及び住宅の
認定事務施行規則の一部を改正する規則

昭和５４年度 (施)昭55. 3. 1 文書課

6566 5 昭和55年静岡県規則綴
静岡県工業用水道及び水道の使用料等に関する条
例の一部を改正する条例附則第２項に規定する規
則で指定する日を定める規則

昭和５４年度 (施)昭55. 3.21 文書課

6566 6 昭和55年静岡県規則綴
市町村に対して交付すべき地方交付税のうち普通
交付税に係る基準財政収入額の算定に関する規則
の一部を改正する規則

昭和５４年度 (施)昭55. 3.22 文書課

6566 7 昭和55年静岡県規則綴
静岡県工業試験場等使用料及び手数料条例規則の
一部を改正する規則

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25 文書課

6566 8 昭和55年静岡県規則綴 狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.25 文書課

6566 9 昭和55年静岡県規則綴
静岡県道路使用許可手数料徴収規則の一部を改正
する規則

昭和５４年度 (施)昭55. 3.25 文書課

6566 10 昭和55年静岡県規則綴 静岡県核燃料税条例の施行期日を定める規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.28 文書課

6566 11 昭和55年静岡県規則綴 静岡県核燃料税条例施行規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.29 文書課

6566 12 昭和55年静岡県規則綴
静岡県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一
部を改正する規則

昭和５４年度 (施)昭55. 3.29 文書課

6566 13 昭和55年静岡県規則綴 温泉法施行規則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.29 文書課

6566 14 昭和55年静岡県規則綴 静岡県農林短期大学校管理規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.29 文書課

6566 15 昭和55年静岡県規則綴
静岡県立職業訓練校規程及び静岡県職業訓練指導
員就学資金貸与規則の一部を改正する規則

昭和５４年度 (施)昭55. 3.29 文書課

6566 16 昭和55年静岡県規則綴 静岡県証紙規則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.29 文書課
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6566 17 昭和55年静岡県規則綴
静岡県地下水の採取に関する条例施行規則の一部
を改正する規則

昭和５４年度 (施)昭55. 3.29 文書課

6566 18 昭和55年静岡県規則綴 静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.29 文書課

6566 19 昭和55年静岡県規則綴 静岡県漁業調整規則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.31 文書課

6566 20 昭和55年静岡県規則綴 静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５４年度 (施)昭55. 3.31 文書課

6566 21 昭和55年静岡県規則綴 静岡県処務規程の一部改正 昭和５４年度 (施)昭55. 3.31 文書課

6566 22 昭和55年静岡県規則綴 興行場法施行細則等の一部を改正する規則 昭和５５年度 (施)昭55. 5.31 文書課

6566 23 昭和55年静岡県規則綴
静岡県土地区画整理組合貸付金貸付規則の一部を
改正する規則

昭和５５年度 (施)昭55. 6. 2 文書課

6566 24 昭和55年静岡県規則綴 静岡県事務決裁規程の一部改正 昭和５５年度 (施)昭55. 4. 1 文書課

6566 25 昭和55年静岡県規則綴 消防法施行細則の一部を改正する規則 昭和５５年度 (施)昭55. 6.19 文書課

6566 26 昭和55年静岡県規則綴 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 昭和５５年度 (施)昭55. 6.19 文書課

6566 27 昭和55年静岡県規則綴
銃砲刀剣類所持等取締法に基づく手数料の額を定
める規則

昭和５５年度 (施)昭55. 6.19 文書課

6566 28 昭和55年静岡県規則綴
静岡県高等学校定時制課程及び通信制課程就学資
金貸与規則の一部を改正する規則

昭和５５年度 (施)昭55. 6.19 文書課

6566 29 昭和55年静岡県規則綴
静岡県看護婦等就学資金貸与規則の一部を改正す
る規則

昭和５５年度 (施)昭55. 7. 1 文書課

6566 30 昭和55年静岡県規則綴 災害救助法施行細則の一部を改正する規則 昭和５５年度 (施)昭55. 8.19 文書課

6566 31 昭和55年静岡県規則綴 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 昭和５５年度 (施)昭55. 9. 9 文書課

6566 32 昭和55年静岡県規則綴
技能検定試験の手数料の額を定める規則の一部を
改正する規則

昭和５５年度 (施)昭55. 9.12 文書課

6566 33 昭和55年静岡県規則綴
静岡県危険な動物の飼育及び保管に関する条例施
行規則

昭和５５年度 (施)昭55. 9.13 文書課

6566 34 昭和55年静岡県規則綴 静岡県税賦課徴収規則の一部を改正する規則 昭和５５年度 (施)昭55.10.20 文書課

6566 35 昭和55年静岡県規則綴 静岡県処務規程の一部改正 昭和５５年度 (施)昭55.10.20 文書課

6566 36 昭和55年静岡県規則綴 静岡県立病院事業財務規則の一部を改正する規則 昭和５５年度 (施)昭55.10.31 文書課

6566 37 昭和55年静岡県規則綴
静岡県都市公園条例施行規則の一部を改正する規
則

昭和５５年度 (施)昭55.11. 6 文書課
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6566 38 昭和55年静岡県規則綴
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５５年度 (施)昭55.11.28 文書課

6566 39 昭和55年静岡県規則綴
静岡県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正
する規則

昭和５５年度 (施)昭55.12. 6 文書課

6566 40 昭和55年静岡県規則綴
主要食糧取扱業者等手数料徴収規則の一部を改正
する規則

昭和５５年度 (施)昭55.12.25 文書課

6566 41 昭和55年静岡県規則綴
静岡県衛生関係手数料徴収規則の一部を改正する
規則

昭和５５年度 (施)昭55.12.25 文書課

6566 42 昭和55年静岡県規則綴 静岡県河川法施行細則の一部を改正する規則 昭和５５年度 (施)昭55.12.25 文書課

6566 43 昭和55年静岡県規則綴
静岡県老人居室整備資金貸付規則の一部を改正す
る規則

昭和５５年度 (施)昭55.12.27 文書課

6566 44 昭和55年静岡県規則綴
静岡県保母修学資金貸与規則の一部を改正する規
則

昭和５５年度 (施)昭55.12.27 文書課

6566 45 昭和55年静岡県規則綴
静岡県寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規
則

昭和５５年度 (施)昭55.12.27 文書課

6567 1 船明ダム下流農業用水利権他
船明ダム下流農業用水利権に伴う馬込川掃流用水
についての覚書締結について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.18
(決)昭52. 4.18

水対策調整課

6568 1
環境影響調査報告書・佐久間第２
発電所

環境審査報告書の送付について 昭和５３年度 (収)昭53. 8.24
通商産業省資源
エネルギー庁公
益事業部長

6569 1 深良用水関係　No.１ 深良用水の歴史 裾野市

6569 2 深良用水関係　No.１
昭和59年度県単調査南駿東地区水利用動向調査業
務報告書

昭和５９年度
静岡県東部農林
事務所

6569 3 深良用水関係　No.１ 深良水門改修工事 平成　元年度
静岡県芦湖水利
組合

6570 1
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（第20回天竜川河状調査委員会） 昭和５１年度 (起)昭52. 3.25 水対策調整課

6570 2
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５１年度 (起)昭52. 3.10 水対策調整課

6570 3
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会の開催について 昭和５１年度 (起)昭52. 3. 1 水対策調整課

6570 4
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川河状調査委員会の幹事会の開催について 昭和５１年度 (起)昭51.12.15 水対策調整課

6570 5
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜市内横山橋橋脚の河床変動確認標識の表示に
ついて（通知）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 2.16

水対策調整課

6570 6
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川河状調査について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 2.18
(施)昭52. 2.18

水対策調整課

6570 7
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

昭和52年度天竜川河状調査計画（案）について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.28
(決)昭52. 2. 7

水対策調整課
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6570 8
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（天竜川河状調査　現地視察及び幹事会） 昭和５１年度 (起)昭52. 1.26 水対策調整課

6570 9
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会の開催について 昭和５１年度 (起)昭52. 1. 7 水対策調整課

6570 10
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会の委員及び幹事会の
任命又は委嘱について

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 8
(決)昭52. 1.17
(施)昭52. 1.17

水対策調整課

6570 11
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会提出資料について
（照会）

昭和５１年度 (起)昭52. 1. 4 水対策調整課

6570 12
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会提出資料について
（照会）

昭和５１年度 (起)昭52. 1. 5 水対策調整課

6570 13
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５１年度 (起)昭51. 4.16 水対策調整課

6570 14
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

陳情書 昭和５１年度 (起)昭51. 4.10 水対策調整課

6570 15
昭和51年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会幹事会の開催につい
て

昭和５１年度 (起)昭51. 4.12 水対策調整課

6571 1
昭和52年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（第21回静岡県天竜川河状調査委員会） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.31 水対策調整課

6571 2
昭和52年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.18 水対策調整課

6571 3
昭和52年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会の委員会幹事会の開
催について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.16
(決)昭53. 2.22
(施)昭53. 2.23

水対策調整課

6571 4
昭和52年度天竜川河状調査委員会
関係

昭和53年度天竜川河状調査計画案について 昭和５２年度
(起)昭53. 2. 8
(決)昭53. 2.17

水対策調整課

6571 5
昭和52年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会の資料について（照
会）

昭和５２年度
(起)昭53. 1. 5
(決)昭53. 1. 6
(施)昭53. 1. 6

水対策調整課

6571 6
昭和52年度天竜川河状調査委員会
関係

陳情書 昭和５２年度 (起)昭52. 6.30 水対策調整課

6571 7
昭和52年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（天竜川河状調査委員会の幹事会） 昭和５２年度 (起)昭52. 6.28 水対策調整課

6571 8
昭和52年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川河状調査委員会の幹事会（磐田用水取水関
係監事）の開催について

昭和５２年度 (起)昭52. 6.16 水対策調整課

6572 1
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（第22回静岡県天竜川河状調査委員会） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.23 水対策調整課

6572 2
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.22 水対策調整課

6572 3
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会  昭和53年度調査結
果について

昭和５３年度 (起)昭54. 2.20 水対策調整課

6572 4
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会の開催について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.17
(決)昭54. 2.20
(施)昭54. 2.20

水対策調整課

6572 5
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会 幹事会の開催につ
いて

昭和５３年度
(起)昭54. 2.17
(決)昭54. 2.20
(施)昭54. 2.20

水対策調整課
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6572 6
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

昭和54年度静岡県天竜川河状調査計画案について 昭和５３年度
(起)昭54. 2. 7
(決)昭54. 2.14
(施)昭54. 2.14

水対策調整課

6572 7
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川の砂利採取許可数量について（照会） 昭和５３年度 (起)昭54. 1.26 水対策調整課

6572 8
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

ダム内の堆積土砂の数量について（照会） 昭和５３年度 (起)昭54. 1.26 水対策調整課

6572 9
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（磐田用水の取水対策について） 昭和５３年度 (起)昭53.12.15 水対策調整課

6572 10
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（静岡県天竜川河状調査委員会　幹事会） 昭和５３年度 (起)昭53.11.28 水対策調整課

6572 11
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川河状調査委員会小幹事会（下流用水関係監
事）の開催について

昭和５３年度 (起)昭53.11.27 水対策調整課

6572 12
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会幹事会の開催につい
て

昭和５３年度 (起)昭53.11. 1 水対策調整課

6572 13
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川河状調査委員会の幹事会（下流用水関係監
事）の開催について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.21
(決)昭53. 8.25

水対策調整課

6572 14
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川河状調査委員会の幹事会（下流用水関係監
事）の開催について

昭和５３年度 (起)昭53. 8.11 水対策調整課

6572 15
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５３年度 (起)昭53. 7.21 水対策調整課

6572 16
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

陳情書 昭和５３年度 (起)昭53. 6.12 水対策調整課

6572 17
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川河状調査委員会の幹事会（下流用水関係監
事）の開催について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.15
(決)昭53. 7.18
(施)昭53. 7.18

水対策調整課

6572 18
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（静岡県天竜川河状調査委員会幹事会） 昭和５３年度 (起)昭53. 6.15 水対策調整課

6572 19
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

静岡県天竜川河状調査委員会の委員及び幹事会の
任命又は委嘱について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 2
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 6

水対策調整課

6572 20
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

復命書（天竜川河状調査幹事会（下流用水関
係））

昭和５３年度 (起)昭53. 6. 8 水対策調整課

6572 21
昭和53年度天竜川河状調査委員会
関係

天竜川河状調査委員会の幹事会開催について 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 3
(決)昭53. 6. 6

水対策調整課

6573 1 老人保護措置費例規綴
老人福祉法による養護老人ホーム等における地域
参加交流促進加算制度について

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 6
(決)昭55. 8. 9
(施)昭55. 8. 9

老人福祉課

6573 2 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.21
(決)昭56. 2.21
(施)昭56. 2.21

老人福祉課

6573 3 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担についての一部改正に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 2.21
(決)昭56. 2.21
(施)昭56. 2.21

老人福祉課

6573 4 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費費用徴収基準の改正に伴う告示に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 7
(決)昭55. 6.13
(施)昭55. 6.13

老人福祉課

6573 5 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 8

老人福祉課
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6573 6 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 8

老人福祉課

6573 7 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.18
(決)昭55. 2.18
(施)昭55. 2.18

老人福祉課

6573 8 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担の取扱いについての一
部改正について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.18
(決)昭55. 2.18
(施)昭55. 2.18

老人福祉課

6573 9 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 4
(決)昭54. 5. 8
(施)昭54. 5. 8

老人福祉課

6573 10 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 4
(決)昭54. 5. 8
(施)昭54. 5. 8

老人福祉課

6573 11 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.24
(決)昭54. 1.25
(施)昭54. 1.25

老人福祉課

6573 12 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５３年度
(起)昭53.11.14
(決)昭53.11.15
(施)昭53.11.15

老人福祉課

6573 13 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担の取扱いについての一
部改正について

昭和５３年度
(起)昭53.11.14
(決)昭53.11.15
(施)昭53.11.15

老人福祉課

6573 14 老人保護措置費例規綴
養護老人ホームにおける介助員加算額算定資料の
提出について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.25
(施)昭53. 9.26

老人福祉課

6573 15 老人保護措置費例規綴
老人福祉法による養護老人ホームにおける介助員
加算及び病弱者介護加算制度について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.25
(決)昭53. 5.25
(施)昭53. 5.26

老人福祉課

6573 16 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.20
(決)昭53. 5.22
(施)昭53. 5.23

老人福祉課

6573 17 老人保護措置費例規綴 昭和53年度老人保護措置費の国庫負担について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.20
(決)昭53. 5.22
(施)昭53. 5.23

老人福祉課

6573 18 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.19
(決)昭53. 5.20
(施)昭53. 5.22

老人福祉課

6573 19 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて 昭和５３年度
(起)昭53. 5.19
(決)昭53. 5.20
(施)昭53. 5.22

老人福祉課

6573 20 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費費用徴収基準の改正に伴う告示に
ついて（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53. 4.20 老人福祉課

6573 21 老人保護措置費例規綴
特別養護老人ホームの施設内診療所における保険
診療収入の取扱について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.19
(決)昭53. 2.27
(施)昭53. 2.27

老人福祉課

6573 22 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５２年度
(起)昭52.11.24
(決)昭52.11.25
(施)昭52.11.25

老人福祉課

6573 23 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費の国庫負担の取扱いについての一
部改正について

昭和５２年度
(起)昭52.11.24
(決)昭52.11.25
(施)昭52.11.25

老人福祉課

6573 24 老人保護措置費例規綴
生活保護法による保護の基準の一部改正に伴う老
人ホーム等の生活費の改訂について

昭和５２年度 (起)昭52.10.25 老人福祉課

6573 25 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.23
(決)昭52. 8.25
(施)昭52. 8.25

老人福祉課
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6573 26 老人保護措置費例規綴
昭和51年分所得税の特別減税のための臨時措置法
の施行に伴う老人保護措置費補助金の階層区分の
取扱について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.16
(決)昭52. 6.17
(施)昭52. 6.17

老人福祉課

6573 27 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.28
(決)昭52. 6. 3
(施)昭52. 6. 3

老人福祉課

6573 28 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて 昭和５２年度
(起)昭52. 5.28
(決)昭52. 6. 3
(施)昭52. 6. 3

老人福祉課

6573 29 老人保護措置費例規綴
老人保護措置費における一般生活費の「入院患者
日用品費地区別冬季加算」について

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 9
(決)昭52. 5.10
(施)昭52. 5.11

老人福祉課

6573 30 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費にかかる特別措置について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.15
(決)昭52. 4.27
(施)昭52. 4.27

老人福祉課

6573 31 老人保護措置費例規綴 老人保護措置費の国庫負担について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.13
(決)昭52. 4.15
(施)昭52. 4.18

老人福祉課

6574 1 51医薬品製造関係例規綴
医療用配合剤医薬品再評価に関し、資料提出を必
要とする薬効群等の範囲について－その２（通
知）

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 6
(決)昭51. 4. 9
(施)昭51. 4. 9

薬務課

6574 2 51医薬品製造関係例規綴
内用液剤及びＸ線造影剤の菌数限度及び試験法に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 9
(決)昭51. 4.14
(施)昭51. 4.14

薬務課

6574 3 51医薬品製造関係例規綴
かぜ薬の製造（輸入）承認基準及び解熱鎮痛薬製
造（輸入）承認基準の改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 9
(決)昭51. 4.14
(施)昭51. 4.14

薬務課

6574 4 51医薬品製造関係例規綴
かぜ薬及び解熱鎮痛薬の製造（輸入）承認事務の
取り扱いについて

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 9
(決)昭51. 4.14
(施)昭51. 4.14

薬務課

6574 5 51医薬品製造関係例規綴
第九改正日本薬局方制定に伴う医薬品製造（輸
入）承認、許可申請書の取扱いについて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.13
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

薬務課

6574 6 51医薬品製造関係例規綴 医療用医薬品添付文書の記載方式について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.13
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

薬務課

6574 7 51医薬品製造関係例規綴

昭和38年６月厚生省告示第279号（薬事法第43条
第１項等の規定による検定を受けるべき医薬品、
手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件）
の一部改正について

昭和５１年度 (収)昭51. 5. 1 厚生省薬務局長

6574 8 51医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5. 8
(施)昭51. 5. 8

薬務課

6574 9 51医薬品製造関係例規綴
医薬品の製造及び品質管理に関する基準の実施に
伴う医薬品製造業の許可申請等の取り扱いについ
て

昭和５１年度
(起)昭51. 4.26
(施)昭51. 4.28

薬務課

6574 10 51医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価結果及びそれに基づく措置について
－その８

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5.17
(施)昭51. 5.17

薬務課

6574 11 51医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に伴う単味剤たる医療用医薬品に関
する監視指導上の措置について

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5.17
(施)昭51. 5.17

薬務課

6574 12 51医薬品製造関係例規綴 心臓ペースメーカ基準の制定について 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5. 8
(施)昭51. 5. 8

薬務課

6574 13 51医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価結果（その８）による使用上の注意
事項について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.12
(決)昭51. 5.17
(施)昭51. 5.17

薬務課
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6574 14 51医薬品製造関係例規綴 工業標準の確認について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51. 5.22 厚生省薬務局長

6574 15 51医薬品製造関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準及び生物学的製剤基準の
一部改正並びに検定を受けるべき医薬品等を定め
る件の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.16
(決)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.22

薬務課

6574 16 51医薬品製造関係例規綴
医療用配合剤医薬品再評価に関し、資料提出を必
要とする薬効群等の範囲について－その３

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 9
(決)昭51. 7.12
(施)昭51. 7.12

薬務課

6574 17 51医薬品製造関係例規綴
フマル酸クレマスチン製剤の効能効果の取扱いに
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 7.20
(決)昭51. 7.21
(施)昭51. 7.21

薬務課

6574 18 51医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価結果及びそれに基づく措置について
－その９

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 2
(決)昭51. 8. 7
(施)昭51. 8. 7

薬務課

6574 19 51医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に伴う単味剤たる医療用医薬品に関
する監視指導上の措置について

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 2
(決)昭51. 8. 6
(施)昭51. 8. 7

薬務課

6574 20 51医薬品製造関係例規綴
オキサンドロロン、シピオン酸オキサボロン及び
フラザボール製剤の効能・効果について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(決)昭51. 8. 9
(施)昭51. 8. 9

薬務課

6574 21 51医薬品製造関係例規綴
経口糖尿病用剤（血糖降下剤）に関する患者用注
意文書について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.31
(決)昭51. 8. 9
(施)昭51. 8. 9

薬務課

6574 22 51医薬品製造関係例規綴 工業標準の改正について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51. 8. 5 厚生省薬務局長

6574 23 51医薬品製造関係例規綴
かぜ薬の製造（輸入）承認基準及び解熱鎮痛薬製
造（輸入）承認基準の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.13
(決)昭51. 8.26
(施)昭51. 8.27

薬務課

6574 24 51医薬品製造関係例規綴
薬事法施行令第15条の２第２項の規定に基づき医
薬品の種類を指定する等の件の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 8.13
(決)昭51. 8.26
(施)昭51. 8.27

薬務課

6574 25 51医薬品製造関係例規綴
たん白同化ステロイド剤等の使用上の注意事項に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 8. 3
(施)昭51. 8.27

薬務課

6574 26 51医薬品製造関係例規綴 生物学的製剤基準の一部改正について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51. 8.23 厚生省薬務局長

6574 27 51医薬品製造関係例規綴 生物的製剤製造規則の一部改正について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51. 8.23 厚生省薬務局長

6574 28 51医薬品製造関係例規綴
検定を受けるべき医薬品等を定める件の一部改正
について（通知）

昭和５１年度 (収)昭51. 8.23 厚生省薬務局長

6574 29 51医薬品製造関係例規綴
日本薬局方収載生物的製剤の製造方法の届出につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 3
(決)昭51. 9. 6
(施)昭51. 9. 6

薬務課

6574 30 51医薬品製造関係例規綴
医療用エックス線装置基準の制定について（通
知）

昭和５１年度 (収)昭51. 9. 6 厚生省薬務局長

6574 31 51医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.10
(決)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.16

薬務課

6574 32 51医薬品製造関係例規綴
医薬品等製造業及び輸入販売業の許可更新につい
て（通知）

昭和５１年度
(起)昭51. 9.22
(決)昭51. 9.22
(施)昭51. 9.22

薬務課

6574 33 51医薬品製造関係例規綴
薬価基準の一部改正に伴なう医療用配合剤医薬品
再評価の取扱いについて

昭和５１年度
(起)昭51. 9.20
(決)昭51. 9.22
(施)昭51. 9.22

薬務課
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6574 34 51医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価における新たに設置する薬効群調査
会及び取扱い医薬品の範囲について（通知）

昭和５１年度 (収)昭51. 9.13
厚生省薬務局安
全課長

6574 35 51医薬品製造関係例規綴 医薬品情報検索用ファイルシートの提出について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.23
(決)昭51. 9.28
(施)昭51. 9.28

薬務課

6574 36 51医薬品製造関係例規綴
医療用配合剤医薬品再評価に関し、資料提出を必
要とする薬効群等の範囲について－その４（通
知）

昭和５１年度
(起)昭51.10.13
(決)昭51.10.21
(施)昭51.10.21

薬務課

6574 37 51医薬品製造関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準並びに検定を受けるべき
医薬品等を定める件の一部改正について（通知）

昭和５１年度 (収)昭51. 9.20 厚生省薬務局長

6574 38 51医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和５１年度 (収)昭51.10.12
厚生省薬務局審
査課長

6574 39 51医薬品製造関係例規綴
医薬品の生殖に及ぼす影響に関する動物試験法に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51.10.28
(決)昭51.11. 4
(施)昭51.11. 5

薬務課

6574 40 51医薬品製造関係例規綴
新医薬品の製造（輸入）承認申請に際して提出す
べき動物試験に関する資料等の取扱いについて

昭和５１年度
(起)昭51.10.28
(決)昭51.11. 4
(施)昭51.11. 5

薬務課

6574 41 51医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価結果及びそれに基づく措置について
－その10

昭和５１年度
(起)昭51.11. 5
(決)昭51.11.12
(施)昭51.11.12

薬務課

6574 42 51医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に伴う単味剤たる医療用医薬品に関
する監視指導上の措置について

昭和５１年度
(起)昭51.11. 5
(決)昭51.11.12
(施)昭51.11.12

薬務課

6574 43 51医薬品製造関係例規綴 抗生物質製剤等の使用上の注意事項について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 5
(決)昭51.11.12
(施)昭51.11.12

薬務課

6574 44 51医薬品製造関係例規綴
歯科用金銀パラジウム合金の金属成分の配合割合
について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 3
(決)昭51.12. 6
(施)昭51.12. 7

薬務課

6574 45 51医薬品製造関係例規綴 鎮咳去痰薬製造（輸入）承認基準について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 3
(決)昭51.12. 6
(施)昭51.12. 7

薬務課

6574 46 51医薬品製造関係例規綴
鎮咳去痰薬製造（輸入）承認基準の取扱いについ
て

昭和５１年度
(起)昭51.12. 3
(決)昭51.12. 6
(施)昭51.12. 7

薬務課

6574 47 51医薬品製造関係例規綴
鎮咳去痰薬の添付文書等に記載する使用上の注意
について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 3
(決)昭51.12. 6
(施)昭51.12. 7

薬務課

6574 48 51医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51.12. 3 厚生省薬務局長

6574 49 51医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について

昭和５１年度
(起)昭51.12.16
(決)昭51.12.20
(施)昭51.12.20

薬務課

6574 50 51医薬品製造関係例規綴 ホウ酸・亜鉛華軟膏について（通知） 昭和５１年度 (収)昭51.11.25
厚生省薬務局安
全課長

6574 51 51医薬品製造関係例規綴
いわゆるドリンク剤に対する物品税の非課税証明
書の交付申請について

昭和５１年度
(起)昭52. 1. 5
(決)昭52. 1. 8
(施)昭52. 1. 8

薬務課

6574 52 51医薬品製造関係例規綴
アンモニアを含有する虫さされ用外用剤（一般
用）の使用上の注意事項等について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.11
(決)昭52. 1.17
(施)昭52. 1.17

薬務課

6574 53 51医薬品製造関係例規綴
医療用配合剤医薬品再評価に関し、資料提出を必
要とする薬効群等の範囲について－その５

昭和５１年度
(起)昭52. 1.25
(決)昭52. 1.26
(施)昭52. 1.26

薬務課
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6574 54 51医薬品製造関係例規綴 染毛剤の使用上の注意上の一部改訂について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.25
(決)昭52. 1.28
(施)昭52. 1.29

薬務課

6574 55 51医薬品製造関係例規綴
詰合わせ化粧品（医薬部外品を含む）の自主基準
について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.25
(決)昭52. 1.28
(施)昭52. 1.29

薬務課

6574 56 51医薬品製造関係例規綴 ピラゾロン系薬を含有する一般用医薬品について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 8
(決)昭52. 2.14
(施)昭52. 2.16

薬務課

6574 57 51医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について 昭和５１年度 (収)昭52. 3.17 厚生省薬務局長

6574 58 51医薬品製造関係例規綴
医薬品製造所の空気中落下細菌の試験法指針につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 4
(決)昭51. 6. 9
(施)昭51. 6. 9

薬務課

6574 59 51医薬品製造関係例規綴
医薬品製造所の落下菌検査（落下法）の実施方法
について（照会）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.17
(決)昭51. 5.18
(施)昭51. 5.18

薬務課

6574 60 51医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.15
(決)昭52. 3.16
(施)昭52. 3.16

薬務課

6574 61 51医薬品製造関係例規綴 工業標準の確認について（通知） 昭和５１年度 (収)昭52. 3.30 厚生省薬務局長

6574 62 51医薬品製造関係例規綴
配置販売用医薬品製造業に係る製造承認品目の承
継について（通知）

昭和５１年度 (収)昭52. 3.22 厚生省薬務局長

6574 63 51医薬品製造関係例規綴
配置販売用医薬品製造業に係る製造承認品目の承
継の取扱いについて

昭和５１年度 (収)昭52. 3.22
厚生省薬務局審
査課長

6574 64 51医薬品製造関係例規綴
クロロホルムを含有する医薬品等の取り扱いにつ
いて（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.10
(施)昭51. 6.16

薬務課

6574 65 51医薬品製造関係例規綴
クロロホルムを含有する医薬品等の取り扱いにつ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 6.10
(決)昭51. 6.16
(施)昭51. 6.16

薬務課

6575 1 52薬事関係例規綴
医療用配合剤医薬品再評価に関し、資料提出を必
要とする薬効群の範囲について－その６

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 7
(決)昭52. 4. 9
(施)昭52. 4. 9

薬務課

6575 2 52薬事関係例規綴
国立衛生試験所試験検査依頼規程等の一部改正に
ついて（通知）

昭和５２年度 (収)昭52. 4.11 厚生省薬務局長

6575 3 52薬事関係例規綴 臨床診断用医薬品原料規格について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.19
(決)昭52. 4.21
(施)昭52. 4.21

薬務課

6575 4 52薬事関係例規綴 新開発医薬品の承認について（通知） 昭和５２年度 (収)昭52. 5.13 厚生省薬務局長

6575 5 52薬事関係例規綴
医薬品再評価結果及びそれに基づく措置について
－その11

昭和５２年度
(起)昭52. 5.19
(決)昭52. 5.23
(施)昭52. 5.23

薬務課

6575 6 52薬事関係例規綴
医薬品再評価に伴う単味剤たる医療用医薬品に関
する監視指導上の措置について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.19
(決)昭52. 5.23
(施)昭52. 5.23

薬務課

6575 7 52薬事関係例規綴 サルファ剤等の使用上の注意事項について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.19
(決)昭52. 5.23
(施)昭52. 5.23

薬務課

6575 8 52薬事関係例規綴
昭和52年度薬業合理化研究補助金の交付申請につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.15
(施)昭52. 6.16

薬務課

6575 9 52薬事関係例規綴
一般用医薬品におけるピラゾロン系薬の取扱いに
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.15
(決)昭52. 6.23
(施)昭52. 6.23

薬務課
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6575 10 52薬事関係例規綴
かぜ薬の製造（輸入）承認基準及び解熱鎮痛薬製
造（輸入）承認基準の一部改正について

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 6 厚生省薬務局長

6575 11 52薬事関係例規綴
かぜ薬及び解熱鎮痛薬の添付文書等に記載する使
用上の注意の一部改正について（通知）

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 6 厚生省薬務局長

6575 12 52薬事関係例規綴
薬事法施行令第15条の２第２項の規定に基づき医
薬品の種類を指定する等の件の一部改正について

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 6 厚生省薬務局長

6575 13 52薬事関係例規綴
鎮咳去痰薬製造（輸入）承認基準の一部改正につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.15
(決)昭52. 6.23
(施)昭52. 6.23

薬務課

6575 14 52薬事関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7.11
(施)昭52. 7.11

薬務課

6575 15 52薬事関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５２年度 (収)昭52. 6.24 厚生省薬務局長

6575 16 52薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準の一部改正及び検定を受
けるべき医薬品等を定める件の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.13
(決)昭52. 7.18
(施)昭52. 7.18

薬務課

6575 17 52薬事関係例規綴
医薬品再評価結果及びそれに基づく措置について
－その12

昭和５２年度
(起)昭52. 7.13
(施)昭52. 7.20

薬務課

6575 18 52薬事関係例規綴 精神神経用剤等の使用上の注意事項について 昭和５２年度
(起)昭52. 7.13
(施)昭52. 7.20

薬務課

6575 19 52薬事関係例規綴 アミノフェノール系解熱鎮痛剤の取扱いについて 昭和５２年度
(起)昭52. 7.11
(決)昭52. 7.15
(施)昭52. 7.15

薬務課

6575 20 52薬事関係例規綴 塩化リゾチームの注射用製剤の取扱いについて 昭和５２年度
(起)昭52. 7.25
(決)昭52. 7.28
(施)昭52. 7.28

薬務課

6575 21 52薬事関係例規綴 「医薬品再評価結果－その12」の訂正について 昭和５２年度 (収)昭52. 7.23
厚生省薬務局安
全課

6575 22 52薬事関係例規綴 精神神経用剤等の使用上の注意事項について 昭和５２年度 (収)昭52. 7.23
厚生省薬務局安
全課

6575 23 52薬事関係例規綴
医薬品再評価に伴う単味剤たる医療用医薬品に関
する監視指導上の措置について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.28
(決)昭52. 8. 9
(施)昭52. 8. 9

薬務課

6575 24 52薬事関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について 昭和５２年度 (収)昭52. 8.20 厚生省薬務局長

6575 25 52薬事関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.25
(決)昭52. 8.29
(施)昭52. 8.29

薬務課

6575 26 52薬事関係例規綴 一般用医薬品使用上の注意記載要領について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.29
(決)昭52. 9. 1
(施)昭52. 9. 1

薬務課

6575 27 52薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準及び検定を受けるべき医
薬品等を定める件の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 7
(決)昭52. 9. 9
(施)昭52. 9. 9

薬務課

6575 28 52薬事関係例規綴

昭和38年６月厚生省告示第279号（薬事法第43条
第１項等の規定による検定を受けるべき医薬品、
手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件）
の一部改正について

昭和５２年度 (収)昭52. 9. 5 厚生省薬務局長
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6575 29 52薬事関係例規綴

薬事法施行規則の一部を改正する省令、放射性医
薬品製造規則の一部を改正する省令及び放射性物
質の数量等に関する基準の一部を改正する告示の
制定について（通知）

昭和５２年度 (収)昭52. 9. 5 厚生省薬務局長

6575 30 52薬事関係例規綴 生物学的製剤基準の一部改正について（通知） 昭和５２年度 (収)昭52. 9.22 厚生省薬務局長

6575 31 52薬事関係例規綴
アミノピリンを含有する医薬品の取扱いについて
（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52.10. 6
(決)昭52.10.19
(施)昭52.10.19

薬務課

6575 32 52薬事関係例規綴 アミノピリンを含有する医薬品の取扱いについて 昭和５２年度
(起)昭52.10.26
(決)昭52.10.28
(施)昭52.10.28

薬務課

6575 33 52薬事関係例規綴
医薬品再評価に伴う単味剤たる医療用医薬品に関
する監視指導上の措置について

昭和５２年度 (収)昭52.11. 2
厚生省薬務局監
視指導課長

6575 34 52薬事関係例規綴
医薬品再評価結果及びそれに基づく措置について
－その13

昭和５２年度
(起)昭52.11. 8
(決)昭52.11.16
(施)昭52.11.16

薬務課

6575 35 52薬事関係例規綴 体液用剤等の使用上の注意事項について 昭和５２年度
(起)昭52.11. 8
(決)昭52.11.16
(施)昭52.11.16

薬務課

6575 36 52薬事関係例規綴
化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準及び化
粧品の製造番号又は製造記号の記載について

昭和５２年度
(起)昭53. 1. 9
(決)昭53. 1.14
(施)昭53. 1.14

薬務課

6575 37 52薬事関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５２年度 (収)昭53. 1.30 厚生省薬務局長

6575 38 52薬事関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 1
(決)昭53. 2. 4
(施)昭53. 2. 4

薬務課

6575 39 52薬事関係例規綴
採血用器具及び輸血用器具基準等の一部改正につ
いて

昭和５２年度
(起)昭53. 3.11
(決)昭53. 3.13
(施)昭53. 3.16

薬務課

6575 40 52薬事関係例規綴
職場提案に基づく医薬品製造業等許可承認事務の
合理化について（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.18
(決)昭53. 3.22
(施)昭53. 3.22

薬務課

6576 1 53薬事関係例規綴
一般用医薬品再評価に関し資料提出を必要とする
薬効群等の範囲について－その３（通知）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 8
(決)昭54. 3. 9
(施)昭54. 3.12

薬務課

6576 2 53薬事関係例規綴
「一般用医薬品再評価に関し資料提出を必要とす
る薬効群等の範囲について－その３」について

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 8
(決)昭54. 3. 9
(施)昭54. 3.12

薬務課

6576 3 53薬事関係例規綴
一般用医薬品再評価に関し資料提出を必要とする
薬効群等の範囲について－その２（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.11.10
(決)昭53.11.16
(施)昭53.11.16

薬務課

6576 4 53薬事関係例規綴
「一般用医薬品再評価に関し資料提出を必要とす
る薬効群等の範囲について－その２」について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.22
(決)昭54. 1.23
(施)昭54. 1.23

薬務課

6576 5 53薬事関係例規綴
一般用医薬品再評価に関し資料提出を必要とする
薬効群等の範囲について－その１（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.17
(決)昭53. 8.24
(施)昭53. 8.24

薬務課

6576 6 53薬事関係例規綴
一般用医薬品再評価実施に伴う全品目調査につい
て

昭和５２年度
(起)昭53. 3.31
(決)昭53. 3.31
(施)昭53. 3.31

薬務課

6576 7 53薬事関係例規綴
一般用医薬品再評価に関する質疑応答集の送付に
ついて

昭和５３年度 (起)昭53. 5.24 薬務課

6576 8 53薬事関係例規綴 止血剤等の使用上の注意事項について 昭和５３年度 (収)昭54. 3. 2
厚生省薬務局安
全課
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6576 9 53薬事関係例規綴
医薬品再評価結果及びこれに基づく措置について
－その15（通知）

昭和５３年度
(起)昭54. 2.16
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

薬務課

6576 10 53薬事関係例規綴
医薬品再評価に伴う単味剤及び配合剤たる医療用
医薬品に関する監視指導上の措置について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.22
(決)昭54. 2.28
(施)昭54. 2.28

薬務課

6576 11 53薬事関係例規綴
再評価が終了した医薬品に関する監視指導上の措
置について

昭和５３年度 (起)昭54. 2.24 薬務課

6576 12 53薬事関係例規綴 止血剤等の使用上の注意事項について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.16
(決)昭54. 2.26
(施)昭54. 2.26

薬務課

6576 13 53薬事関係例規綴
医薬品再評価結果（その15）及び使用上の注意事
項に関する資料の送付について

昭和５３年度 (収)昭54. 2.13
厚生省薬務局安
全課

6576 14 53薬事関係例規綴
昭和53年中に都道府県知事が承認した「かぜ薬」
及び「解熱鎮痛剤」の品目数について

昭和５３年度 (収)昭54. 3. 7
厚生省薬務局審
査課長

6576 15 53薬事関係例規綴
ドリンク剤に対する物品税の非課税証明書の交付
申請について

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 5
(決)昭54. 1. 9
(施)昭54. 1. 9

薬務課

6576 16 53薬事関係例規綴 工業標準の改正について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.22
(決)昭54. 1.23
(施)昭54. 1.23

薬務課

6576 17 53薬事関係例規綴
「新薬開発をめぐる諸問題」に関する講習会の開
催について

昭和５３年度
(起)昭53.12.22
(決)昭53.12.27
(施)昭53.12.27

薬務課

6576 18 53薬事関係例規綴
歯科用セラミックインプラントの副作用報告につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53.12.18
(決)昭53.12.18
(施)昭53.12.18

薬務課

6576 19 53薬事関係例規綴 代用消毒薬品検定手数料の改正について 昭和５３年度 (収)昭53.10.11
厚生省公衆衛生
局長

6576 20 53薬事関係例規綴

昭和38年６月厚生省告示第279号（薬事法第43条
第１項等の規定による検定を受けるべき医薬品、
手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件）
の一部改正について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 7
(決)昭53.11. 9

薬務課

6576 21 53薬事関係例規綴
配置販売品目指定基準に適合する漢方薬の承認申
請要領について

昭和５３年度
(起)昭53.10.13
(決)昭53.10.13
(施)昭53.10.13

薬務課

6576 22 53薬事関係例規綴 日本薬局方外生薬規格集について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.22
(決)昭53.10. 4
(施)昭53.10. 4

薬務課

6576 23 53薬事関係例規綴
登録商標の不使用について正当な理由があること
を明らかにするため必要な書類の証明について

昭和５３年度
(起)昭53.10.13
(決)昭53.10.13
(施)昭53.10.13

薬務課

6576 24 53薬事関係例規綴
医薬品等製造業及び輸入販売業の許可更新につい
て（進達）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 7
(決)昭53.11.10
(施)昭53.11.10

薬務課

6576 25 53薬事関係例規綴
国立衛生試験所試験検査依頼規程等の一部改正に
ついて（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 4
(決)昭53.11. 7

薬務課

6576 26 53薬事関係例規綴
医療用配合剤医薬品再評価に関し、資料提出を必
要とする薬効群等の範囲について－その８（通
知）

昭和５３年度
(起)昭53.10.23
(決)昭53.10.30

薬務課

6576 27 53薬事関係例規綴
医薬品再評価に関し資料提出を必要とする有効成
分等の範囲について－その20（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.10.23
(決)昭53.10.30

薬務課

6576 28 53薬事関係例規綴
医薬品等製造業及び輸入販売業の許可更新につい
て（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.26
(施)昭53. 9.26

薬務課
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6576 29 53薬事関係例規綴

昭和38年６月厚生省告示第279号（薬事法第43条
第１項等の規定による検定を受けるべき医薬品、
手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件）
の一部改正について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.27
(決)昭53. 9.27
(施)昭53. 9.27

薬務課

6576 30 53薬事関係例規綴 一般用医薬品の使用上の事項について 昭和５３年度
(起)昭53. 9. 2
(決)昭53. 9.11
(施)昭53. 9.11

薬務課

6576 31 53薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準及び生物学的製剤基準の
一部改正並びに検定を受けるべき医薬品等を定め
る件の一部改正について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 4
(決)昭53. 9.18
(施)昭53. 9.19

薬務課

6576 32 53薬事関係例規綴 殺虫剤指針の改正及びその取扱いについて 昭和５３年度
(起)昭53. 9. 2
(決)昭53. 9.14

薬務課

6576 33 53薬事関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.11
(決)昭53. 9.16
(施)昭53. 9.18

薬務課

6576 34 53薬事関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.21
(決)昭53. 8.25
(施)昭53. 8.25

薬務課

6576 35 53薬事関係例規綴 一般用医薬品の価格の安定について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.22
(決)昭53. 8.24
(施)昭53. 8.24

薬務課

6576 36 53薬事関係例規綴
一般用医薬品の価格の値上げに伴う報告制度につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 8.22
(決)昭53. 8.24
(施)昭53. 8.24

薬務課

6576 37 53薬事関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 8
(決)昭53. 8.19

薬務課

6576 38 53薬事関係例規綴 一般用医薬品の使用上の注意事項について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.26
(決)昭53. 8. 2
(施)昭53. 8. 2

薬務課

6576 39 53薬事関係例規綴
薬物依存性に関する動物実験と臨床観察の適用範
囲について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.24
(決)昭53. 7.25

薬務課

6576 40 53薬事関係例規綴
医薬品再評価に関し資料提出を必要とする有効成
分等の範囲について－その19（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.25
(決)昭53. 7.27

薬務課

6576 41 53薬事関係例規綴
医療用配合剤医薬品再評価に関し、資料提出を必
要とする薬効群等の範囲について－その７（通
知）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.25
(決)昭53. 7.27

薬務課

6576 42 53薬事関係例規綴 医薬品副作用情報の送付について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.26
(決)昭53. 7.27

薬務課

6576 43 53薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準及び生物学的製剤基準の
一部改正並びに検定を受けるべき医薬品等を定め
る件の一部改正について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.27
(決)昭53. 7.14

薬務課

6576 44 53薬事関係例規綴 新開発医薬品の承認について（通知） 昭和５３年度 (収)昭53. 7.22 厚生省薬務局長

6576 45 53薬事関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和５３年度 (起)昭53. 5.30 薬務課

6576 46 53薬事関係例規綴 一般用医薬品再評価の実施について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.28
(決)昭53. 5. 9

薬務課

6576 47 53薬事関係例規綴 一般用医薬品再評価の実施について（通知） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.28
(決)昭53. 5. 9

薬務課
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6576 48 53薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準及び検定を受けるべき医
薬品等を定める件の一部改正について（通知）

昭和５３年度 (起)昭53. 5. 2 薬務課

6576 49 53薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準及び検定を受けるべき医
薬品等を定める件の一部改正について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 2
(決)昭53. 5. 9

薬務課

6576 50 53薬事関係例規綴
薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行につ
いて（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.30
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 5

薬務課

6576 51 53薬事関係例規綴
医薬品再評価結果及びこれに基づく措置について
－その14（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 1
(決)昭53. 5. 9

薬務課

6576 52 53薬事関係例規綴
医薬品再評価結果及びこれに基づく措置について
－その14（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 1
(決)昭53. 5. 9

薬務課

6576 53 53薬事関係例規綴 医薬品再評価における評価判定について（通知） 昭和５３年度 (起)昭53. 5. 1 薬務課

6576 54 53薬事関係例規綴 医薬品再評価における評価判定について（通知） 昭和５３年度 (起)昭53. 5. 1 薬務課

6576 55 53薬事関係例規綴
医薬品再評価が終了した単味剤および配合剤たる
医薬品の取扱いについて

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 1
(決)昭53. 5. 9
(施)昭53. 5. 9

薬務課

6576 56 53薬事関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.30
(決)昭53. 6. 6

薬務課

6576 57 53薬事関係例規綴
塩化ビニル樹脂製血液セット基準の一部改正につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5.11
(施)昭53. 5.12

薬務課

6576 58 53薬事関係例規綴
交感神経興奮薬を含有する吸入用エアゾールの患
者用注意文書について

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 4
(決)昭53. 5.11

薬務課

6576 59 53薬事関係例規綴 シリコンコンタクトレンズの副作用報告について 昭和５３年度
(起)昭53. 6.27
(決)昭53. 7. 5

薬務課

6576 60 53薬事関係例規綴
コンタクトレンズの適正使用に関する指導につい
て

昭和５３年度
(起)昭54. 3.14
(決)昭54. 3.15
(施)昭54. 3.19

薬務課

6576 61 53薬事関係例規綴
コンタクトレンズ製造（輸入販売）業者一覧表の
送付について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.14
(決)昭54. 3.15
(施)昭54. 3.19

薬務課

6576 62 53薬事関係例規綴 放射性医薬品基準の制定に伴う告示について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.28
(決)昭54. 3.29
(施)昭54. 3.29

薬務課

6576 63 53薬事関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について（通知）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.16
(決)昭54. 3.27
(施)昭54. 3.27

薬務課

6576 64 53薬事関係例規綴 日本薬局方の一部改正について（通知） 昭和５３年度
(起)昭54. 3.23
(決)昭54. 3.27
(施)昭54. 3.27

薬務課

6577 1 54薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準の一部改正及び検定を受
けるべき医薬品等を定める件の一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 9
(決)昭54. 4.10
(施)昭54. 4.10

薬務課

6577 2 54薬事関係例規綴 工業標準の確認について（通知） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.20
(決)昭54. 4.23

薬務課

6577 3 54薬事関係例規綴 医薬品の規格及び試験方法について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.24
(決)昭54. 5.25
(施)昭54. 5.25

薬務課

6577 4 54薬事関係例規綴 医療用配合剤の製造（輸入）承認申請について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.24
(決)昭54. 5.28
(施)昭54. 5.28

薬務課
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6577 5 54薬事関係例規綴
医薬品の製造及び品質管理に関する基準が適用さ
れる医薬品製造業の許可申請等の取扱いについて

昭和５３年度 (収)昭54. 3.16 厚生省薬務局長

6577 6 54薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準、生物学的製剤基準及び
検定を受けるべき医薬品等を定める件の一部改正
について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 7
(決)昭54. 6.12
(施)昭54. 6.12

薬務課

6577 7 54薬事関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.29
(決)昭54. 5.30
(施)昭54. 5.30

薬務課

6577 8 54薬事関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.29
(決)昭54. 5.30
(施)昭54. 5.30

薬務課

6577 9 54薬事関係例規綴 医薬品副作用情報の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 7. 4

薬務課

6577 10 54薬事関係例規綴
医薬品再評価に伴う単味剤及び配合剤たる医療用
医薬品に関する監視指導上の措置について

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 6
(決)昭54. 8.10
(施)昭54. 8.13

薬務課

6577 11 54薬事関係例規綴 消化器官用剤等の使用上の注意事項について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 6
(決)昭54. 8.10
(施)昭54. 8.13

薬務課

6577 12 54薬事関係例規綴 脱色剤、脱染剤等の使用上の注意事項について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.15
(決)昭54. 8.20
(施)昭54. 8.21

薬務課

6577 13 54薬事関係例規綴 人工血管基準の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 4
(決)昭54. 9.10
(施)昭54. 9.10

薬務課

6577 14 54薬事関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 4
(決)昭54. 9.10
(施)昭54. 9.10

薬務課

6577 15 54薬事関係例規綴
薬事法施行規則第64条の２第１号ロの規定に基づ
く有効成分の指定について

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 4
(決)昭54. 9.10
(施)昭54. 9.10

薬務課

6577 16 54薬事関係例規綴
コンタクトレンズ適正使用に関する取扱説明書記
載事項の自主基準について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.10
(決)昭54. 9.14
(施)昭54. 9.14

薬務課

6577 17 54薬事関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準、生物学的製剤基準及び
検定を受けるべき医薬品等を定める件の一部改正
について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.25
(決)昭54. 9.26
(施)昭54. 9.26

薬務課

6577 18 54薬事関係例規綴 人口乳房の副作用報告について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.26
(決)昭54. 9.28
(施)昭54.10. 1

薬務課

6577 19 54薬事関係例規綴
国立予防衛生研究所試験検査依頼規程第３条、第
４条第１項及び第５条第１項に基づく所長定め
（昭和54年３月20日定め）の一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54.11. 2
(施)昭54.11. 7

薬務課

6577 20 54薬事関係例規綴 吸着型血液浄化器の副作用報告について 昭和５４年度
(起)昭54. 9.26
(決)昭54. 9.28
(施)昭54.10. 1

薬務課

6577 21 54薬事関係例規綴

昭和38年６月厚生省告示第279号（薬事法第43条
第１項等の規定による検定を受けるべき医薬品、
手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件）
の一部改正について

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 8
(決)昭55. 1.10
(施)昭55. 1.11

薬務課

6577 22 54薬事関係例規綴
日本薬局方オキシドールの使用上の注意事項等に
ついて

昭和５４年度
(起)昭55. 3.14
(決)昭55. 3.17
(施)昭55. 3.17

薬務課

6577 23 54薬事関係例規綴 胃腸薬の製造（輸入）承認基準（案） 昭和５４年度 (収)昭54.12.21
厚生省薬務局審
査課長
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6577 24 54薬事関係例規綴 工業標準の確認について（通知） 昭和５４年度 (収)昭55. 1.25 厚生省薬務局長

6577 25 54薬事関係例規綴 歯科用金銀パラジウム合金の取扱いについて 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 4
(決)昭55. 3. 6

薬務課

6577 26 54薬事関係例規綴 消炎鎮痛剤の臨床評価方法について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.18
(決)昭55. 2.19
(施)昭55. 2.21

薬務課

6577 27 54薬事関係例規綴
抗生物質の皮内反応用薬の承認申請の取り扱いに
ついて

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 1
厚生省薬務局生
物製剤課

6577 28 54薬事関係例規綴 工業標準の改正について（通知） 昭和５４年度 (収)昭55. 3. 7 厚生省薬務局長

6577 29 54薬事関係例規綴
医薬品再評価結果及びそれに基づく措置について
－その16の２

昭和５５年度
(起)昭55. 3.31
(決)昭55. 4. 2
(施)昭55. 4. 2

薬務課

6577 30 54薬事関係例規綴 国家検定事務処理の一部改正について 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 2
(決)昭54. 6. 6
(施)昭54. 6. 6

薬務課

6577 31 54薬事関係例規綴 新開発医薬品の承認について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.12
(決)昭54. 6.15
(施)昭54. 6.16

薬務課

6578 1 55医薬品製造関係例規綴
新医薬品の製造（輸入）承認申請に際して提出す
べき安定性試験に関する資料等の取り扱いについ
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.12
(決)昭55. 4.14
(施)昭55. 4.14

薬務課

6578 2 55医薬品製造関係例規綴 レーザー手術装置について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 7

薬務課

6578 3 55医薬品製造関係例規綴
胃腸薬製造（輸入）承認基準の取扱いについて
（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.14
(決)昭55. 5.21
(施)昭55. 5.23

薬務課

6578 4 55医薬品製造関係例規綴
胃腸薬の添付文書等に記載する使用上の注意につ
いて（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.14
(決)昭55. 5.21
(施)昭55. 5.23

薬務課

6578 5 55医薬品製造関係例規綴 胃腸薬製造（輸入）承認基準について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.14
(決)昭55. 5.21
(施)昭55. 5.23

薬務課

6578 6 55医薬品製造関係例規綴
胃腸薬の制酸力及びＰＨの試験法並びに消化酵素
の消化力を測定する試験法について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.14
(決)昭55. 5.21
(施)昭55. 5.23

薬務課

6578 7 55医薬品製造関係例規綴 薬事法の一部を改正する法律の施行について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 9
(施)昭55. 5.12

薬務課

6578 8 55医薬品製造関係例規綴 薬事法の一部を改正する法律の施行について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 9
(施)昭55. 5.12

薬務課

6578 9 55医薬品製造関係例規綴
医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべ
き資料について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 6.23
(施)昭55. 6.23

薬務課

6578 10 55医薬品製造関係例規綴
医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべ
き資料の取扱い等について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 6.23
(施)昭55. 6.23

薬務課

6578 11 55医薬品製造関係例規綴
医薬部外品等の製造又は輸入の承認申請に際し添
付すべき資料について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 6.23
(施)昭55. 6.23

薬務課

6578 12 55医薬品製造関係例規綴
医薬部外品等の製造又は輸入の承認申請に際し添
付すべき資料の取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 6.23
(施)昭55. 6.23

薬務課
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6578 13 55医薬品製造関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準及び生物学的製剤基準の
一部改正について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.24
(決)昭55. 7. 2

薬務課

6578 14 55医薬品製造関係例規綴

昭和38年６月厚生省告示第279号（薬事法第43条
第１項等の規定による検定を受けるべき医薬品、
手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件）
の一部改正について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.24
(決)昭55. 7. 2

薬務課

6578 15 55医薬品製造関係例規綴 日本薬局方の一部改正について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 7. 2
(施)昭55. 7. 2

薬務課

6578 16 55医薬品製造関係例規綴
新医薬品等として承認された医薬品について（通
知）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 7. 2

薬務課

6578 17 55医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 7. 2
(施)昭55. 7. 2

薬務課

6578 18 55医薬品製造関係例規綴 薬事法施行規則等の一部改正について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.20
(決)昭55. 7. 2
(施)昭55. 7. 2

薬務課

6578 19 55医薬品製造関係例規綴
医療用具の製造又は輸入の承認申請に際し添付す
べき資料について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.17
(施)昭55. 8. 8

薬務課

6578 20 55医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に係る製造（輸入）承認整理の届出
及び製造（輸入）承認事項の一部変更申請の取扱
い等について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.17
(施)昭55. 8. 8

薬務課

6578 21 55医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(施)昭55. 8. 8

薬務課

6578 22 55医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価が終了した医療用医薬品の取扱いに
ついて（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.14
(施)昭55. 8. 8

薬務課

6578 23 55医薬品製造関係例規綴 医療用配合剤の取扱いについて 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 8
(施)昭55. 8. 8

薬務課

6578 24 55医薬品製造関係例規綴 血液用剤等への使用上の注意事項について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9. 4

薬務課

6578 25 55医薬品製造関係例規綴 医薬品副作用情報の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 8
(決)昭55. 5.12

薬務課

6578 26 55医薬品製造関係例規綴 医薬品副作用情報の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 5
(決)昭55. 7.18
(施)昭55. 7.18

薬務課

6578 27 55医薬品製造関係例規綴 医薬品副作用情報の送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.11
(決)昭55. 9.17
(施)昭55. 9.17

薬務課

6578 28 55医薬品製造関係例規綴
国立予防衛生研究所試験検査依頼規程第３条、第
４条第１項及び第５条第１項に基づく所長定め
（昭和54年３月20日）の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55.10.23
(決)昭55.10.25
(施)昭55.10.27

薬務課

6578 29 55医薬品製造関係例規綴 薬事法の一部を改正する法律の施行について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

薬務課

6578 30 55医薬品製造関係例規綴
医薬品の製造管理及び品質管理規則並びに薬局等
構造設備規則の一部を改正する省令等の施行につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4

薬務課

6578 31 55医薬品製造関係例規綴 使用期限表示の状況に関する報告について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

薬務課
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6578 32 55医薬品製造関係例規綴 化粧品の効能の範囲の改正について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

薬務課

6578 33 55医薬品製造関係例規綴
医薬部外品及び化粧品の効能の範囲の改正につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

薬務課

6578 34 55医薬品製造関係例規綴
日本薬局方医薬品の製造又は輸入の承認・許可申
請の取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

薬務課

6578 35 55医薬品製造関係例規綴
血液製剤の製造を目的とする採血の適正化に関す
る基準について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

薬務課

6578 36 55医薬品製造関係例規綴 無菌製剤等の製造管理及び製造衛生管理について 昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

薬務課

6578 37 55医薬品製造関係例規綴 ＧＭＰ関連省令の施行通知等の差し換えについて 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.12

薬務課

6578 38 55医薬品製造関係例規綴 放射性医薬品基準の一部改正について（通知） 昭和５５年度
(起)昭55.11. 4
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.12

薬務課

6578 39 55医薬品製造関係例規綴
新医薬品等として承認された医薬品について（通
知）

昭和５５年度
(起)昭55.11. 7
(決)昭55.11.11
(施)昭55.11.12

薬務課

6578 40 55医薬品製造関係例規綴
日本抗生物質医薬品基準、生物学的製剤基準、血
液型判定用血清基準及び検定を受けるべき医薬品
等を定める件の一部改正について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.11.29
(施)昭55.12. 1

薬務課

6578 41 55医薬品製造関係例規綴 医薬品副作用情報の送付について 昭和５５年度
(起)昭55.11.13
(決)昭55.11.15
(施)昭55.11.17

薬務課

6578 42 55医薬品製造関係例規綴

昭和38年６月厚生省告示第279号（薬事法第43条
第１項等の規定による検定を受けるべき医薬品、
手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件）
の一部改正について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.19
(決)昭55. 8.22

薬務課

6578 43 55医薬品製造関係例規綴
プラスチック製視力補正用単焦点眼鏡レンズ基準
の制定について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 4
(決)昭55.12. 8
(施)昭55.12. 8

薬務課

6578 44 55医薬品製造関係例規綴 医薬品又は医療用具に関する情報の提供について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 9
(決)昭55.12.10
(施)昭55.12.10

薬務課

6578 45 55医薬品製造関係例規綴
医薬品又は医療用具に関する情報の提供に関する
自主規範作成のための指標について

昭和５５年度
(起)昭55.11.25
(決)昭55.11.29
(施)昭55.12. 1

薬務課

6578 46 55医薬品製造関係例規綴
国立予防衛生研究所試験検査依頼規程第３条、第
４条第１項及び第５条第１項に基づく所長定めの
一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 9
(決)昭55.12.10
(施)昭55.12.10

薬務課

6578 47 55医薬品製造関係例規綴
ドリンク剤に対する物品税の非課税証明書の交付
申請について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.12
(決)昭56. 1.14

薬務課

6578 48 55医薬品製造関係例規綴 医薬品副作用情報の送付について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.14
(決)昭56. 1.14

薬務課

6578 49 55医薬品製造関係例規綴 昭和54年度医薬品副作用モニター報告の概要 昭和５５年度 (収)昭56. 1.10
厚生省薬務局安
全課

6578 50 55医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則の一部を改正する省令等の施行に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 1.28
(決)昭56. 1.30

薬務課
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6578 51 55医薬品製造関係例規綴 医薬品副作用情報の送付について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 7
(決)昭56. 3. 9

薬務課

6578 52 55医薬品製造関係例規綴 工業標準化法等の改正について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.22
(決)昭55. 5.27
(施)昭55. 5.27

薬務課

6578 53 55医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価該当品目に係る製造（輸入）承認整
理等について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.19
(決)昭55. 8.19
(施)昭55. 8.19

薬務課

6578 54 55医薬品製造関係例規綴
医薬品再評価に伴う再評価不申請医薬品に関する
監視指導上の措置について（通知）

昭和５５年度 (収)昭55. 8.22
厚生省薬務局監
視指導課長

6578 55 55医薬品製造関係例規綴
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に
関する条約の批准に伴う医薬品の処方変更申請等
の取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55. 8.27
(決)昭55. 8.28
(施)昭55. 8.29

薬務課

6578 56 55医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和５５年度 (収)昭56. 1.26
厚生省薬務局審
査課長

6578 57 55医薬品製造関係例規綴 医薬品の一般的名称について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.18
厚生省薬務局審
査課長

6578 58 55医薬品製造関係例規綴
医薬品の記帳義務の実施に係る関係団体通知の送
付について

昭和５５年度 (収)昭56. 2.23
厚生省薬務局企
画課

6578 59 55医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則等の規定に基づき厚生大臣の指定
する試験検査機関に係る事務の取り扱いについて

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 4
(決)昭56. 3. 5
(施)昭56. 3. 6

薬務課

6578 60 55医薬品製造関係例規綴
薬事法施行規則等の規定に基づき厚生大臣の指定
する試験検査機関の指定について

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 4
(決)昭56. 3. 5
(施)昭56. 3. 6

薬務課

6579 1
土地明渡調定事件（旧海軍）金岡
第一

調停経過報告書（復命書） 昭和５５年度 (起)昭56. 1.21 総務課

6579 2
土地明渡調定事件（旧海軍）金岡
第一

回報書の提出について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.10
(決)昭56. 1.10
(施)昭56. 1.12

総務課

6579 3
土地明渡調定事件（旧海軍）金岡
第一

土地明渡調停事件の発生について（報告） 昭和５５年度
(起)昭55.12.27
(決)昭55.12.27
(施)昭55.12.27

総務課

6579 4
土地明渡調定事件（旧海軍）金岡
第一

沼津市金岡地区市道泉町庄栄町線道路敷地の処理
について

昭和５４年度
(起)昭54.10.23
(決)昭54.10.27
(施)昭54.10.27

総務課

6579 5
土地明渡調定事件（旧海軍）金岡
第一

沼津市旧軍用地買収紛争案件の処理について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.29
(決)昭54. 9. 7
(施)昭54. 9. 7

総務課

6579 6
土地明渡調定事件（旧海軍）金岡
第一

沼津市旧軍用地の買収方確認について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 3
(決)昭54. 8. 6
(施)昭54. 8. 6

総務課

6579 7
土地明渡調定事件（旧海軍）金岡
第一

復命書（所管換地の未買収（旧海軍）の処理につ
いて）

昭和５４年度 (起)昭54. 4.18 総務課

6580 1
大井川河川局部改良工事全体計画
設計書　本川根町桑野山地先

復命書（長島ダム関連用地打合せ） 昭和５６年度 (起)昭56.11.21 河川課

6580 2
大井川河川局部改良工事全体計画
設計書　本川根町桑野山地先

大井川指定区間河道計画報告書 昭和４９年度 河川課

6580 3
大井川河川局部改良工事全体計画
設計書　本川根町桑野山地先

河川局部改良事業全体計画設計書
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6581 1
大井川河川局改良工事全体計画設
計書　中川根町水川地先

昭和53年度大井川河川局改良工事全体計画設計書 昭和５３年度 河川課

6582 1 農業集落土地利用動向調査 土地利用動向図　類型化区分一覧 昭和５３年度 農地企画課

6583 1
農業集落土地利用動向調査（識別
図・動向図）

類型区分別農業集落識別図 昭和５３年度 農地企画課

6583 2
農業集落土地利用動向調査（識別
図・動向図）

土地利用動向図 昭和５３年度 農地企画課

6584 1
農業用水合理化対策調査（安倍
川）

農業用水合理化対策調査（安倍川） 昭和５３年度 農地企画課

6585 1
昭和54年度水利用実態調査（賀
茂）

農業用水施設台帳（下田市）　昭和56年８月再調
査分

昭和５６年度 農地企画課

6585 2
昭和54年度水利用実態調査（賀
茂）

農業用水施設台帳（下田市） 昭和５４年度 農地企画課

6585 3
昭和54年度水利用実態調査（賀
茂）

農業用水施設台帳（東伊豆町） 昭和５４年度 農地企画課

6585 4
昭和54年度水利用実態調査（賀
茂）

農業用水施設台帳（河津町） 昭和５４年度 農地企画課

6585 5
昭和54年度水利用実態調査（賀
茂）

農業用水施設台帳（南伊豆町） 昭和５４年度 農地企画課

6585 6
昭和54年度水利用実態調査（賀
茂）

農業用水施設台帳（松崎町） 昭和５４年度 農地企画課

6585 7
昭和54年度水利用実態調査（賀
茂）

農業用水施設台帳（西伊豆町） 昭和５４年度 農地企画課

6585 8
昭和54年度水利用実態調査（賀
茂）

農業用水施設台帳（賀茂村） 昭和５４年度 農地企画課

6586 1
昭和54年度水利用実態調査（清
水）

農業用水施設台帳（静岡市） 昭和５４年度 農地企画課

6586 2
昭和54年度水利用実態調査（清
水）

農業用水施設台帳（清水市） 昭和５４年度 農地企画課

6586 3
昭和54年度水利用実態調査（清
水）

農業用水施設台帳（富士宮市） 昭和５４年度 農地企画課

6586 4
昭和54年度水利用実態調査（清
水）

農業用水施設台帳（富士市） 昭和５４年度 農地企画課

6586 5
昭和54年度水利用実態調査（清
水）

農業用水施設台帳（芝川町） 昭和５４年度 農地企画課

6586 6
昭和54年度水利用実態調査（清
水）

農業用水施設台帳（富士川町） 昭和５４年度 農地企画課

6586 7
昭和54年度水利用実態調査（清
水）

農業用水施設台帳（蒲原町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 1
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（島田市） 昭和５４年度 農地企画課
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6587 2
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（焼津市） 昭和５４年度 農地企画課

6587 3
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（掛川市） 昭和５４年度 農地企画課

6587 4
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（藤枝市） 昭和５４年度 農地企画課

6587 5
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（岡部町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 6
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（大井川町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 7
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（御前崎町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 8
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（相良町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 9
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（榛原町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 10
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（吉田町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 11
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（金谷町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 12
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（川根町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 13
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（中川根町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 14
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（本川根町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 15
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（大須賀町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 16
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（浜岡町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 17
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（小笠町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 18
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（菊川町） 昭和５４年度 農地企画課

6587 19
昭和54年度水利用実態調査（島
田）

農業用水施設台帳（大東町） 昭和５４年度 農地企画課

6588 1
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（磐田市） 昭和５４年度 農地企画課

6588 2
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（袋井市） 昭和５４年度 農地企画課

6588 3
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（天竜市） 昭和５４年度 農地企画課
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6588 4
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（天竜市） 昭和５４年度 農地企画課

6588 5
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（森町） 昭和５４年度 農地企画課

6588 6
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（春野町） 昭和５４年度 農地企画課

6588 7
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（浅羽町） 昭和５４年度 農地企画課

6588 8
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（福田町） 昭和５４年度 農地企画課

6588 9
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（竜洋町） 昭和５４年度 農地企画課

6588 10
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（豊岡村） 昭和５４年度 農地企画課

6588 11
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（佐久間町） 昭和５４年度 農地企画課

6588 12
昭和54年度水利用実態調査（磐
田）

農業用水施設台帳（水窪町） 昭和５４年度 農地企画課

6589 1
昭和54年度水利用実態調査（浜
松）

農業用水施設台帳（浜松市） 昭和５４年度 農地企画課

6589 2
昭和54年度水利用実態調査（浜
松）

農業用水施設台帳（浜北市） 昭和５４年度 農地企画課

6589 3
昭和54年度水利用実態調査（浜
松）

農業用水施設台帳（湖西市） 昭和５４年度 農地企画課

6589 4
昭和54年度水利用実態調査（浜
松）

農業用水施設台帳（雄踏町） 昭和５４年度 農地企画課

6589 5
昭和54年度水利用実態調査（浜
松）

農業用水施設台帳（細江町） 昭和５４年度 農地企画課

6589 6
昭和54年度水利用実態調査（浜
松）

農業用水施設台帳（引佐町） 昭和５４年度 農地企画課

6589 7
昭和54年度水利用実態調査（浜
松）

農業用水施設台帳（三ヶ日町） 昭和５４年度 農地企画課

6590 1 富士西麓地域開発保全計画
富士西麓地域開発保全計画調査水文解析及び施設
計画その他業務報告書（資料編）

昭和５４年度
日本技研株式会
社

6591 1
畑作振興深層地下水山口地区試掘
井工事報告書

畑作振興深層地下水山口地区試掘井工事報告書 昭和５５年度
株式会社冨士和
ボーリング

6592 1
畑振深層地下水調査佐野地区削井
工事報告書

畑振深層地下水調査佐野地区削井工事三島市佐野
地内　報告書

昭和５５年度
東名開発株式会
社

6593 1
天竜川漁業協同組合（遊漁料金値
上反対）

船明ダム建設並びに利水事業（下流域）が水産生
物の生息、繁殖に及ぼす影響に関する調査報告書
（予報）

淡水区水産研究
所
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6593 2
天竜川漁業協同組合（遊漁料金値
上反対）

天竜川河口稚魚の資料公布について（うかがい） 昭和５０年度 (起)昭51. 1. 9 水産課

6593 3
天竜川漁業協同組合（遊漁料金値
上反対）

天竜川河口稚魚の資料公布について（伺い） 昭和５０年度
(起)昭50.11. 4
(決)昭50.11. 4
(施)昭50.11. 4

水産課

6593 4
天竜川漁業協同組合（遊漁料金値
上反対）

遊漁料に関する考へ方 昭和５２年度
天竜川漁業協同
組合

6593 5
天竜川漁業協同組合（遊漁料金値
上反対）

遊漁規則変更認可申請書 昭和５１年度
天竜川漁業協同
組合

6593 6
天竜川漁業協同組合（遊漁料金値
上反対）

要望書 昭和５１年度
天竜川漁業協同
組合

6593 7
天竜川漁業協同組合（遊漁料金値
上反対）

確認書 昭和５０年度 (収)昭51. 3.11
天竜川漁業協同
組合他

6593 8
天竜川漁業協同組合（遊漁料金値
上反対）

天竜川アユ遊漁料値上げ反対をもとめる要望書 昭和５０年度 (収)昭50. 4.11
浜松勤労者釣の
会

6594 1
沿岸漁業整備開発事業（実施要
領）

沿岸漁場整備開発事業実施要領の制定について 昭和５１年度 農林事務次官

6594 2
沿岸漁業整備開発事業（実施要
領）

沿岸漁場整備開発事業の運用について 昭和５１年度 水産庁長官

6594 3
沿岸漁業整備開発事業（実施要
領）

沿岸漁場整備開発促進対策要綱 昭和５１年度

6594 4
沿岸漁業整備開発事業（実施要
領）

沿岸漁場整備開発促進対策における金融措置要領 昭和５１年度

6595 1 沿岸漁業整備開発事業（計画） 静岡県沿岸漁業構造改善協議会について（通知） 昭和５３年度 (収)昭54. 3.14
静岡県沿岸漁業
構造改善協議会

6595 2 沿岸漁業整備開発事業（計画）
網代、初島地域周辺の沿岸漁業振興策を図るため
漁礁設置事業の採択について（お願い）

昭和５３年度 (収)昭53.10.24 熱海市長

6595 3 沿岸漁業整備開発事業（計画） 沿岸漁場整備開発事業 昭和５３年度 水産庁

6595 4 沿岸漁業整備開発事業（計画）
昭和53年度沿岸漁場整備開発事業及び沿岸漁業構
造改善事業の研修会の開催について

昭和５３年度 (収)昭53.10. 2 水産庁長官

6595 5 沿岸漁業整備開発事業（計画） 静岡県沿岸漁業構造改善協議会について（通知） 昭和５２年度 (収)昭53. 3.10
静岡県沿岸漁業
構造改善協議会

6595 6 沿岸漁業整備開発事業（計画）
浮魚礁実用化試験の受託に関する陳情書の提出に
ついて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52.11.10
(決)昭52.11.10
(施)昭52.11.10

水産課

6595 7 沿岸漁業整備開発事業（計画）
復命書（沿岸漁場整備開発事業及び沿岸漁業構造
改善事業ブロック会議）

昭和５２年度 (起)昭52.10.28 水産課

6595 8 沿岸漁業整備開発事業（計画） 沿岸漁場整備開発事業計画の検討会について 昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7. 5
(施)昭52. 7. 5

水産課

6595 9 沿岸漁業整備開発事業（計画） 沿岸漁場整備開発計画の案について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.  水産課

6595 10 沿岸漁業整備開発事業（計画）
魚礁漁場造成事業に関する予算要求状況調査につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 1.19
(決)昭51. 1.21
(施)昭51. 1.21

水産課
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6595 11 沿岸漁業整備開発事業（計画）
昭和51年度幼稚仔保育場造成事業実施計画概要書
の提出について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.26
(施)昭51. 1.31

水産課

6596 1 米軍（特殊車両通行）関係 アメリカ合衆国軍隊特殊車両の通行可否について 昭和５２年度 (起)昭52.11.22 道路維持課

6596 2 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否につ
いて

昭和５２年度 (収)昭52.12.16 建設省道路局

6596 3 米軍（特殊車両通行）関係 米軍戦車の輸送方法に関する要望について 昭和５２年度 (起)昭52.11.17 道路維持課

6596 4 米軍（特殊車両通行）関係 米国海兵隊キャンプ富士射場所中隊 昭和５２年度 (起)昭52.10.28 道路維持課

6596 5 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行可否につい
て

昭和５２年度 (収)昭52.10. 4 建設省道路局

6596 6 米軍（特殊車両通行）関係 米軍戦車輸送道路の検討等打合せについて 昭和５２年度 (収)昭52. 9.26 建設省道路局

6596 7 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否につ
いて

昭和５４年度 (収)昭54. 4.24 建設省道路局

6596 8 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否につ
いて（報告）

昭和５４年度
(起)昭54.11.14
(決)昭54.11.16
(施)昭54.11.26

道路維持課

6596 9 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否につ
いて

昭和５４年度 (収)昭54.12.24 建設省道路局

6596 10 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否につ
いて

昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6 建設省道路局

6596 11 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否につ
いて（報告）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.21
(施)昭55. 1.21

道路維持課

6596 12 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否につ
いて（報告）

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 3
(決)昭55. 3. 3
(施)昭55. 3. 3

道路維持課

6596 13 米軍（特殊車両通行）関係
アメリカ合衆国軍隊の特殊車両の通行の可否につ
いて（報告）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.29
(決)昭55. 3. 3
(施)昭55. 3. 3

道路維持課

6597 1 サファリ関係資料　No.１ 他県における自然動物公園関係綴（資料） 土地対策課

6597 2 サファリ関係資料　No.１ 宮崎県の宮崎サファリパーク（宮崎県） 土地対策課

6597 3 サファリ関係資料　No.１ 九州自然動物公園（大分県） 土地対策課

6598 1 サファリ関係資料　No.２
「自然動物公園」及び富士高原都市等の建設反対
の陳情書

昭和５３年度 (起)昭53. 6.21 土地対策課

6599 1 サファリ関係資料　No.３
富士自然動物公園事業計画外柵の耐震性に関する
設計検討書他

昭和５４年度 土地対策課

6600 1 サファリ関係資料　No.４ 富士自然動物公園内表層地質調査報告書 昭和５４年度
（株）環境アセ
スメントセン
ター
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6601 1
アフリカライオンサファリ（自然
動物園）その他の事業計画事前審
査申請書

アフリカ式野生動物パーク建設について（資料）
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6601 2
アフリカライオンサファリ（自然
動物園）その他の事業計画事前審
査申請書

裾野市須山十里木地区の地形・地質と自然環境
（冊子）

昭和５０年度
東京大学名誉教
授

6601 3
アフリカライオンサファリ（自然
動物園）その他の事業計画事前審
査申請書

自然動物園建設計画に関する経過報告書について 昭和５０年度 (収)昭50. 5.17
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 1
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

「知事と語る会」の小泉サファリ問題に関する知
事発言の資料送付

昭和５２年度 (収)昭52.10.21
静岡県沼津土木
事務所

6602 2
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

県会議員の裾野市訪問について 昭和５２年度 (収)昭52.10. 3 裾野市役所

6602 3
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

念書 昭和５１年度 (収)昭52. 3. 9
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 4
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

事前調査書の提供資料について 昭和５１年度 (収)昭52. 3. 2
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 5
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

自然保護団体との話合いの報告書 昭和５１年度 (収)昭52. 3. 2
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 6
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

協定書 昭和５１年度 (収)昭52. 2.17
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 7
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

自然動物公園建設計画のうちフィールド内の動物
の糞の回収に関する計画書

昭和５１年度 (収)昭52. 2.14
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 8
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

陳情書 昭和５１年度 (収)昭51.12. 2
須山地区区長会
長

6602 9
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

市指定文化財十里木溶岩樹形郡保存についての意
見書

昭和５１年度 (収)昭51.11.10
裾野市教育委員
会

6602 10
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

自然環境保全懇話会から調査書の内容に関する報
告書

昭和５１年度 (起)昭51.10.20 土地対策課

6602 11
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

報告（２） 昭和５１年度 (収)昭51.10. 8
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 12
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

土地対策課より指示された作業の経過報告 昭和５１年度 (収)昭51.10. 5
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 13
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

昭和51年度裾野市議会行政視察結果報告書 昭和５１年度 (収)昭51. 7. 9 裾野市議会

6602 14
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

御殿場サファリパーク計画の検討について 昭和５１年度 (収)昭51. 6.29 東京急行（株）
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6602 15
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

同意書内の各条件に対する回答 昭和５１年度 (収)昭51. 6.15
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 16
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

自然保護団体の県知事要望書の各項目に係る弊社
の見解報告書

昭和５１年度 (収)昭51. 5.27
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 17
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

富士見別荘地関係の自然動物公園計画反対陳情に
対する弊社の対応についての報告書

昭和５１年度 (収)昭51. 5.17
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6602 18
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

覚書について 昭和５０年度 (収)昭51. 3.23
裾野市土地利用
対策委員会

6602 19
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

須山振興会への協力体制の報告について 昭和５０年度 (収)昭50.12.17 富士急行（株）

6602 20
自然動物公園建設計画に関する経
過報告

自然動物公園計画に就いての陳情書 昭和５０年度 (収)昭50. 9.17
富士自然動物公
園地主組合

6604 4
富士自然動物公園事業計画外柵の
耐震性に関する検討書

富士自然動物公園　新築工事　外柵工事　構造計
算書

昭和５４年度
（有）古賀建築
事務所

6604 5
富士自然動物公園事業計画外柵の
耐震性に関する検討書

地盤・外柵の耐震性について 昭和５４年度 大成建設（株）

6605 1
富士自然動物公園事業計画土量計
算書

富士自然動物公園事業計画　土量計算書　昭和52
年３月

昭和５１年度 大成建設（株）

6606 1
富士自然動物公園事業計画排水計
画設計書

富士自然動物公園事業計画　排水計画設計書　昭
和52年３月

昭和５１年度 大成建設（株）

6607 1
富士自然動物公園事業計画橋梁設
計計算書

富士自然動物公園事業計画　橋梁設計計算書　昭
和52年３月

昭和５１年度 大成建設（株）

6608 1
富士自然動物公園事業計画防災計
画設計書

富士自然動物公園事業計画　防災計画設計書　昭
和52年２月

昭和５１年度 大成建設（株）

6609 1
富士自然動物公園さく井工事報告
書

富士自然動物公園さく井工事　報告書　昭和53年
２月

昭和５２年度 大成建設（株）

6610 1
富士自然動物公園事業計画外柵の
設計検討書　No.１

富士自然動物公園事業計画　外柵の設計検討書 昭和５４年度 (収)昭55. 2.20 大成建設（株）

6611 1
富士自然動物公園事業計画外柵の
設計検討書　No.２

富士自然動物公園事業計画　外柵の設計検討書 昭和５４年度 (収)昭55. 1.31 大成建設（株）

6612 1
事業計画の変更に対する承認につ
いて

事業計画の変更に対する承認について（うかが
い）

昭和５２年度
(起)昭52.10.28
(決)昭52.11. 1
(施)昭52.11. 1

土地対策課

6613 1 サファリ関係図面 サファリ関係図面 昭和５１年度
大成建設株式会
社

6614 1 サファリ関係資料　No.５
自然動物公園建設計画に関する事前調査書の提出
について

昭和５１年度 (収)昭51. 8.11
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6614 2 サファリ関係資料　No.５ 自然動物公園建設計画に関する事前調査書補足
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6614 3 サファリ関係資料　No.５ 富士自然動物公園（概要） 昭和５２年度

6614 4 サファリ関係資料　No.５ 外柵の安全性に関する指摘について 昭和５４年度

6614 5 サファリ関係資料　No.５ 対富士急、別荘所有者説明会質疑応答 昭和５０年度

6614 6 サファリ関係資料　No.５ 安全管理計画書（九州自然動物公園）

6614 7 サファリ関係資料　No.５ 銃砲に関する保安計画（九州自然動物公園）

6614 8 サファリ関係資料　No.５
非常事態（地震等）に対する緊急対策計画（案）
（富士自然動物公園）

6614 9 サファリ関係資料　No.５
銃砲等の使用及び取扱規程（案）（富士自然動物
公園）

6614 10 サファリ関係資料　No.５ 富士自然動物公園一般汚水処理施設設計計算書 昭和５１年度
大成建設株式会
社

6614 11 サファリ関係資料　No.５ 富士自然動物公園動物汚水処理施設設計計算書 昭和５１年度
大成建設株式会
社

6614 12 サファリ関係資料　No.５ 富士自然動物公園３次処理施設設計計算書 昭和５１年度
大成建設株式会
社

6614 13 サファリ関係資料　No.５ 開発行為の施行等の同意書 昭和５２年度

6614 14 サファリ関係資料　No.５ 不動産信託契約書 昭和５２年度

6614 15 サファリ関係資料　No.５ 不動産信託契約書 昭和５２年度

6614 16 サファリ関係資料　No.５ 不動産信託契約書 昭和５２年度

6614 17 サファリ関係資料　No.５ 土地賃貸借変更契約書 昭和５１年度

6614 18 サファリ関係資料　No.５ 同意書 昭和５１年度

6614 19 サファリ関係資料　No.５ 報告書 昭和５１年度 (収)昭52. 3.23
小泉アフリカラ
イオンサファリ
株式会社

6614 20 サファリ関係資料　No.５ 自然環境保全協定書 昭和５１年度

6614 21 サファリ関係資料　No.５ 登記簿謄本

6614 22 サファリ関係資料　No.５ 九州アフリカライオンサファリ関係資料
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6615 1
裾野市須山藤原地先（他１ケ所）
の植生調査報告書

添付資料

6616 1 行財政総点検関係綴 昭和56年度当初予算見直し改善結果 昭和５５年度 (施)昭56. 3.10 財政課

6616 2 行財政総点検関係綴
昭和56年度当初予算編成における事務・事業の総
点検、見直し重点項目について

昭和５５年度 (施)昭55.10.31 財政課

6616 3 行財政総点検関係綴
昭和55年度当初予算事業別調査電算入力データの
点検について

昭和５４年度 (起)昭55. 3. 6 財政課

6616 4 行財政総点検関係綴 電子計算処理申請について 昭和５４年度 (起)昭55. 1. 7 財政課

6617 1 行財政点検 昭和56年度見直し改善結果事業一覧表

6617 2 行財政点検 昭和56年度当初予算見直し改善結果集計表

6617 3 行財政点検 昭和56年度補助金等改善結果整理表

6618 1 固定資産評価基準改正
再建築費評点基準表の改正に伴なう家屋の評価に
ついて（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 3
(決)昭53. 7.27
(施)昭53. 7.29

税務課

6618 2 固定資産評価基準改正
標準評点数・補正係数早見表の作成について（依
頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 3
(決)昭53. 7.27
(施)昭53. 7.29

税務課

6618 3 固定資産評価基準改正 不動産担当係長会議の開催について 昭和５３年度
(起)昭53.12.15
(決)昭53.12.16
(施)昭53.12.16

税務課

6618 4 固定資産評価基準改正 不動産評価担当係長会議の開催について 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 1
(決)昭53. 7. 3
(施)昭53. 7. 3

税務課

6618 5 固定資産評価基準改正 固定資産評価講習会 昭和５３年度

6618 6 固定資産評価基準改正
再建築費評点基準表等の改正（案）の内示につい
て

昭和５２年度 (収)昭53. 3. 3 自治省税務局長

6618 7 固定資産評価基準改正 固定資産評価基準の一部改正について 昭和５３年度 (収)昭53.12. 1 自治省税務局長

6618 8 固定資産評価基準改正
固定資産（土地、家屋）評価に関する担当係長会
議について

昭和５３年度 (収)昭53. 4.20
自治省税務局固
定資産税課長

6618 9 固定資産評価基準改正 家屋評価に関する図書の送付について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.25
(決)昭53. 5.25
(施)昭53. 5.25

税務課

6618 10 固定資産評価基準改正 家屋評価に関する図書の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.30
(決)昭54. 5.30
(施)昭54. 5.30

税務課

6619 1 表彰関係綴 警察部外功労者表彰候補者の推薦について 昭和５３年度 (収)昭53. 4.13 警務部長

6619 2 表彰関係綴 昭和53年度全校表彰候補者の推薦について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.10 生活環境部長

6619 3 表彰関係綴 交通安全協力者に対する感謝状の贈呈について 昭和５３年度 (起)昭53.10.  交通安全対策室
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6620 1
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.14
石川県県民生活
局交通安全対策
課長

6620 2
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.13 岐阜県企画部長

6620 3
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.11. 7
福岡県企画開発
部交通対策課長

6620 4
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.14
熊本県交通安全
対策課長

6620 5
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答） 

昭和５３年度 (収)昭53.10.31
栃木県民生部交
通安全課長

6620 6
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.30
茨城県交通安全
対策課長

6620 7
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（照
会）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 4
(決)昭53.10. 5
(施)昭53.10. 8

交通安全対策室

6620 8
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.30
鹿児島県交通安
全対策室長

6620 9
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.13
和歌山県交通対
策課長

6620 10
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.11. 2
広島県企画部交
通対策課長

6620 11
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.17
愛知県企画部交
通対策室長

6620 12
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.19
兵庫県生活部交
通安全課長

6620 13
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.11. 1
山梨県交通対策
課長

6620 14
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.16
山口県企画部交
通対策課長

6620 15
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

照会調査の回答について（送付） 昭和５３年度 (収)昭53.10.23
佐賀県福祉生活
部交通安全対策
室長

6620 16
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.30
香川県交通安全
対策室長

6620 17
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.20
徳島県交通安全
対策室長

6620 18
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.18
東京都公害局参
事

6620 19
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.26
大分県総合交通
対策事務局長

6620 20
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.19
福井県生活環境
部交通対策課長
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6620 21
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.11. 8
神奈川県県民部
交通安全対策室
長

6620 22
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.20
青森県交通安全
対策室長

6620 23
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.19
京都府交通対策
室長

6620 24
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.19
奈良県企画部交
通安全対策室長

6620 25
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.28
三重県生活環境
部交通安全課長

6620 26
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.23
群馬県企画部交
通対策課長

6620 27
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.11. 2
富山県生活環境
部県民生活課長

6620 28
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.23
宮城県交通安全
対策室長

6620 29
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.17
愛媛県生活環境
部交通消防課長

6620 30
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.27
岡山県交通対策
課長

6620 31
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.30
千葉県交通安全
対策室長

6620 32
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.25
新潟県交通安全
対策課長

6620 33
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.11.25
秋田県民生部交
通安全対策課長

6620 34
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.25
長野県交通安全
対策室長

6620 35
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.30
沖縄県生活福祉
部青少年・交通
安全対策室長

6620 36
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.26
大阪府土木部都
市整備局総合計
画課長

6620 37
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.11. 1
長崎県生活福祉
部交通安全対策
課長

6620 38
各都道府県交通安全功労者表彰状
況

交通安全功労者・団体表彰の状況について（回
答）

昭和５３年度 (収)昭53.10.20
北海道生活環境
部交通安全対策
事務局長

6621 1 第20回天竜川河状調査 第20回天竜川河状調査委員会参考資料 昭和５１年度
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6622 1 第21回天竜川河状調査 第21回天竜川河状調査委員会資料 昭和５２年度 水対策調整課

6623 1 第22回天竜川河状調査 第22回天竜川河状調査委員会資料 昭和５３年度 水対策調整課

6624 1 第23回天竜川河状調査 第23回天竜川河状調査委員会資料 昭和５４年度 水対策調整課

6625 1 第24回天竜川河状調査 第24回天竜川河状調査委員会資料 昭和５５年度 水対策調整課

6626 1 センター構想 工業技術センター構想の資料集 昭和５２年度 工業課

6627 1 理美容師法　No.５ 書翰の送付について 昭和５３年度
(起)昭54. 3.17
(決)昭54. 3.20
(施)昭54. 3.20

環境衛生課

6627 2 理美容師法　No.５
理容師試験・美容師試験及びクリーニング師試験
試験委員規程の制定について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.26
(決)昭51. 9. 1

環境衛生課

6627 3 理美容師法　No.５ 理容師法及び美容師法の運用について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.10
(決)昭54. 2.10
(施)昭54. 2.13

環境衛生課

6627 4 理美容師法　No.５ 書簡（案）について 昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.15
(施)昭53.12.16

環境衛生課

6627 5 理美容師法　No.５ 理容師法及び美容師法の運用について 昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.15
(施)昭53.12.15

環境衛生課

6627 6 理美容師法　No.５
理容師養成施設及び美容師養成施設の運営につい
て

昭和５４年度 (収)昭54.11.12
厚生省環境衛生
局指導課長

6627 7 理美容師法　No.５ 書簡（案）について 昭和５３年度
(起)昭53.10.25
(決)昭53.10.26
(施)昭53.10.26

環境衛生課

6627 8 理美容師法　No.５ 理容師法及び美容師法の運用について 昭和５３年度
(起)昭53.10. 3
(決)昭53.10.14
(施)昭53.10.14

環境衛生課

6627 9 理美容師法　No.５
許可、認可等の整理に関する法律等の施行につい
て（通知）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.15
(決)昭53. 6.19
(施)昭53. 6.19

環境衛生課

6627 10 理美容師法　No.５
管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認
定講習会の受講料について

昭和５２年度 (収)昭53. 3.30
厚生省環境衛生
局長

6627 11 理美容師法　No.５ 書簡（案）について 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 6
(決)昭53. 1. 9
(施)昭53. 1. 9

環境衛生課

6627 12 理美容師法　No.５
理容師、美容師養成施設の指定基準のうち授業料
等について

昭和５２年度 (収)昭53. 1. 5
厚生省環境衛生
局長

6627 13 理美容師法　No.５ 書簡（案）について 昭和５２年度
(起)昭52.12.12
(決)昭52.12.13
(施)昭52.12.13

環境衛生課

6627 14 理美容師法　No.５ 理容師法及び美容師法の運用について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.14
(決)昭52. 8.19
(施)昭52. 8.19

環境衛生課

6627 15 理美容師法　No.５ 就業者手帳の証明について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 2.23
(決)昭52. 4. 9
(施)昭52. 4. 9

環境衛生課

6627 16 理美容師法　No.５
美容師養成施設の入学資格の認定について（進
達）

昭和５１年度
(起)昭52. 2.23
(決)昭52. 2.25
(施)昭52. 2.25

環境衛生課
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6627 17 理美容師法　No.５ 美容師養成施設の入学資格の認定について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.19
(決)昭52. 3.19
(施)昭52. 3.19

環境衛生課

6627 18 理美容師法　No.５
理容師、美容師養成施設の指定基準のうち授業料
等について

昭和５１年度 (収)昭52. 1.20
厚生省環境衛生
局長

6627 19 理美容師法　No.５
理容師、美容師養成施設の指定基準のうち通信過
程にかかる入学料等の標準額の改定について

昭和５１年度 (収)昭51. 6.11
厚生省環境衛生
局長

6627 20 理美容師法　No.５
理容師、美容師養成施設の指定基準のうち入学料
等標準額の改訂について

昭和５０年度 (収)昭51. 1. 6
厚生省環境衛生
局長

6628 1
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

公開質問状に対する回答について（伺い） 昭和５３年度 (起)昭53.11. 8 環境衛生課

6628 2
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

クリーニング業法第４条の２の規定に基づく衛生
措置の確保に関する条例の制定について（通知）

昭和５３年度
(起)昭53.10.24
(決)昭53.11. 6
(施)昭53.11. 6

環境衛生課

6628 3
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

クリーニング業法第４条の２の規定に基づく衛生
措置の確保に関する条例施行規則の制定について

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 7
(決)昭54. 4.11
(施)昭54. 4.12

環境衛生課

6628 4
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

クリーニング業法第４条の２の規定に基づく衛生
措置の確保に関する条例施行規則の制定について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.14
(決)昭54. 3.30

環境衛生課

6628 5
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

クリーニング業法第４条の２の規定に基づく衛生
措置の確保に関する条例の制定について

昭和５３年度 (起)昭53. 9. 5 環境衛生課

6628 6
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

クリーニング所の従事者数別クリーニング師数別
施設数調べについて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 1
(決)昭53. 7. 3
(施)昭53. 7. 3

環境衛生課

6628 7
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

環境衛生営業指導事務委託業種に係る立入検査実
施状況について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.23
(決)昭53. 6.23
(施)昭53. 6.23

環境衛生課

6628 8
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

第３回クリーニング関係打合会の開催について
（通知）

昭和５２年度 (起)昭53. 3.15 環境衛生課

6628 9
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

第２回クリーニング関係打合会の開催について
（通知）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 1
(決)昭53. 3. 1
(施)昭53. 3. 1

環境衛生課

6628 10
クリーニング業法第４条の２の規
定に基づく衛生措置の確保に関す
る条例

クリーニング関係打合会の開催について（通知） 昭和５２年度
(起)昭53. 2.20
(決)昭53. 2.20
(施)昭53. 2.20

環境衛生課

6629 1 食品中の添加物分析法 食品中の添加物分析法（第１集～第４集） 昭和５３年度 環境衛生課

6630 1 わが国の災害誌 わが国の災害誌（続） 昭和５１年度 全国防災協会

6631 1
静岡駅前ゴールデン街ガス爆発事
故記録

1980年静岡駅前ゴールデン街におけるガス爆発事
故災害の記録

昭和５６年度 知事公室

6632 1 災害改良復旧事業総覧 災害改良復旧事業総覧 昭和５２年度 全国防災協会
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6633 1 遠鉄高架その他資料 遠鉄高架その他資料 昭和５４年度

6634 1
昭和51年度県営住宅家賃不均衡是
正

県営住宅家賃の一部変更について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.19
(決)昭52. 2. 5
(施)昭52. 2. 7

住宅企画課

6634 2
昭和51年度県営住宅家賃不均衡是
正

県営住宅家賃の変更について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.15
(決)昭52. 2.17

住宅企画課

6635 1
昭和52年度県営住宅家賃不均衡是
正

県営住宅家賃の一部変更について 昭和５２年度 (起)昭52.12.27 住宅企画課

6636 1
昭和53年度県営住宅家賃不均衡是
正

公営住宅家賃変更報告書 昭和５４年度
(起)昭54. 4.13
(決)昭54. 4.16
(施)昭54. 4.16

住宅企画課

6636 2
昭和53年度県営住宅家賃不均衡是
正

県営住宅家賃の一部変更について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.17
(決)昭54. 3. 1
(施)昭54. 3.16

住宅企画課

6637 1
昭和54年度県営住宅家賃不均衡是
正

公営住宅家賃変更報告書の提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.18

住宅企画課

6637 2
昭和54年度県営住宅家賃不均衡是
正

住戸改善県営住宅家賃の決定について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.23
(決)昭55. 2.25

住宅企画課

6637 3
昭和54年度県営住宅家賃不均衡是
正

県営住宅家賃の一部変更について 昭和５４年度
(起)昭55. 1. 5
(決)昭55. 2.12

住宅企画課

6637 4
昭和54年度県営住宅家賃不均衡是
正

昭和54年度固定資産税評価額相当額調べについて 昭和５４年度 (起)昭54.11.19 住宅企画課

6638 1 中学校教育功労者表彰
中学校教育功労者に対する感謝状贈呈式への出欠
について（報告）

昭和５２年度
(起)昭52.10.11
(決)昭52.10.13
(施)昭52.10.13

企画総務課

6638 2 中学校教育功労者表彰
中学校教育功労者に対する感謝状贈呈について
（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 9. 3 企画総務課

6638 3 中学校教育功労者表彰
中学校教育功労者に対する感謝状贈呈について
（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.29
(決)昭52. 8.29

企画総務課

6639 1 地方教育行政功労者表彰関係 地方教育行政功労者の内示について（供覧） 昭和５３年度
(起)昭53.10.16
(決)昭53.10.17

企画総務課

6639 2 地方教育行政功労者表彰関係
地方教育行政功労被表彰候補者の推薦について
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 8.30
(決)昭53. 8.30
(施)昭53. 8.30

企画総務課

6639 3 地方教育行政功労者表彰関係
地方教育行政功労被表彰候補者の推薦について
（報告）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.27
(決)昭53. 9.29
(施)昭53. 9.29

企画総務課

6640 1
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて（うかがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 5.15 体育保健課

6640 2
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

礼状、あいさつ状の発送について（伺い） 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 3
(決)昭51. 6. 7
(施)昭51. 6. 7

体育保健課

6640 3
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

静岡県スポーツ振興審議会の開催について（うか
がい）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.16 体育保健課

6640 4
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

昭和５１年度第１回静岡県スポーツ振興審議会議
事録送付について

昭和５１年度 (起)昭51. 8.12 体育保健課

6640 5
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和５０年度
(決)昭51. 1. 5
(施)昭51. 1. 5

体育保健課
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6640 6
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

昭和５１年度第２回静岡県スポーツ振興審議会議
事録送付について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.21
(決)昭52. 1.28
(施)昭52. 1.28

体育保健課

6640 7
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

県スポーツ振興審議会委員佐野嘉吉氏の辞任につ
いて（伺い）

昭和５１年度
(起)昭52. 1.13
(施)昭52. 1.31

体育保健課

6640 8
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和５１年度
(起)昭52. 3. 3
(決)昭52. 3. 5
(施)昭52. 3. 7

体育保健課

6640 9
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

静岡県スポーツ振興審議会発送文書の訂正につい
て

昭和５１年度
(起)昭52. 3.10
(決)昭52. 3.10
(施)昭52. 3.10

体育保健課

6640 10
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

昭和５１年度第３回静岡県スポーツ振興審議会議
事録送付について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.25
(決)昭52. 3.26
(施)昭52. 3.26

体育保健課

6640 11
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.11
(決)昭52. 5.13

体育保健課

6640 12
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

静岡県スポーツ振興審議会の開催について 昭和５２年度
(起)昭52. 6. 6
(決)昭52. 6.14

体育保健課

6640 13
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

礼状、あいさつ状の発送について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 6. 6
(決)昭52. 6.14

体育保健課

6640 14
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

昭和52年度第１回静岡県スポーツ振興審議会議事
録送付について

昭和５２年度
(起)昭52. 7.16
(決)昭52. 7.16
(施)昭52. 7.18

体育保健課

6640 15
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

昭和52年度第２回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について

昭和５２年度
(起)昭52.10.26
(決)昭52.10.27

体育保健課

6640 16
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

昭和52年度第２回静岡県スポーツ振興審議会議事
録の送付について

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 7
(決)昭53. 3. 8
(施)昭53. 3. 9

体育保健課

6640 17
静岡県スポーツ振興審議会　No.
１

昭和52年度第３回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.28
(決)昭53. 3. 1

体育保健課

6641 1
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

静岡県スポーツ振興審議会委員の委嘱について
（うかがい）

昭和５４年度 (起)昭54. 5.11 体育保健課

6641 2
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

スポーツ振興審議会に関する調査について（回
答）

昭和５４年度 (起)昭54. 6.28 体育保健課

6641 3
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和54年度第１回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 4
(決)昭54. 7. 9

体育保健課

6641 4
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和54年度第１回静岡県スポーツ振興審議会議事
録の送付について（伺い）

昭和５４年度 (起)昭54. 7.24 体育保健課

6641 5
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和54年度第２回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について

昭和５４年度
(起)昭54.11.14
(施)昭54.11.27

体育保健課

6641 6
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和54年度第２回静岡県スポーツ振興審議会議事
録の送付について

昭和５４年度 (起)昭54.12.25 体育保健課

6641 7
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和54年度第３回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について

昭和５４年度 (起)昭55. 2.18 体育保健課

6641 8
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて　うかがい

昭和５３年度
(起)昭53. 5.12
(決)昭53. 5.13

体育保健課

6641 9
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

礼状、あいさつ状の発送について（うかがい） 昭和５３年度 体育保健課
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6641 10
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和53年度第１回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について

昭和５３年度 (起)昭53. 6.20 体育保健課

6641 11
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和53年度第１回静岡県スポーツ振興審議会にお
ける県教育長のあいさつについて（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53. 7.18 体育保健課

6641 12
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和53年度第１回静岡県スポーツ振興審議会の報
告について

昭和５３年度 (起)昭53. 8. 2 体育保健課

6641 13
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和53年度第２回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について

昭和５３年度 (起)昭53. 8.24 体育保健課

6641 14
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和53年度第２回静岡県スポーツ振興審議会の報
告について

昭和５３年度 (起)昭53. 9.16 体育保健課

6641 15
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

体育スポーツ振興方策に対する建議書の提出につ
いて

昭和５３年度 (起)昭53. 9.28 体育保健課

6641 16
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

体育スポーツ振興方策に対する建議書の送付につ
いて

昭和５３年度 (起)昭53. 9. 3 体育保健課

6641 17
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和53年度第３回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について

昭和５３年度 (起)昭54. 2.20 体育保健課

6641 18
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

スポーツ関係団体に対する補助金の交付について 昭和５３年度 (起)昭54. 3.15 体育保健課

6641 19
静岡県スポーツ振興審議会　No.
２

昭和53年度第３回静岡県スポーツ振興審議会の報
告について

昭和５３年度 (起)昭54. 3.22 体育保健課

6642 1
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

静岡県スポーツ振興審議会委員の任命（委嘱）に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.24

体育保健課

6642 2
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

礼状、あいさつ状の発送について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.26
(決)昭55. 6.27

体育保健課

6642 3
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和55年度第１回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.26
(決)昭55. 6.27

体育保健課

6642 4
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和55年度第１回静岡県スポーツ振興審議会にお
ける教育長のあいさつについて（伺い）

昭和５５年度 (起)昭55. 7.14 体育保健課

6642 5
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和55年度第１回静岡県スポーツ振興審議会議事
録送付について

昭和５５年度 (起)昭55. 8.12 体育保健課

6642 6
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和55年度第２回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について（通知）

昭和５５年度 (起)昭55.11.20 体育保健課

6642 7
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

「府民スポーツ広報」の送付について 昭和５５年度 (収)昭55.12.22
京都府教育庁保
健体育課長

6642 8
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和55年度第２回静岡県スポーツ振興審議会議事
録送付について

昭和５５年度
(起)昭55.12.24
(決)昭55.12.25

体育保健課

6642 9
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和55年度第２回静岡県スポーツ振興審議会にお
ける教育長のあいさつについて（伺い）

昭和５５年度 (起)昭55.12.11 体育保健課

6642 10
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和55年度第３回静岡県スポーツ振興審議会の開
催について（通知）

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 5 体育保健課

6642 11
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和56年度静岡県スポーツ関係団体に対する補助
金の交付について（諮問）

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 5 体育保健課
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6642 12
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和55年度第３回静岡県スポーツ振興審議会にお
ける教育長の挨拶について（伺い）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.10 体育保健課

6642 13
静岡県スポーツ振興審議会　No.
３

昭和56年度静岡県スポーツ関係団体に対する補助
金の交付について（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 6 体育保健課

6643 1
土地開発基金による土地取得高校
用地（清庵学区）

清庵学区新設高等学校用地補償調書他 昭和５５年度 財政課

6644 1
土地開発基金による土地取得高校
用地（富士・富士宮学区）

昭和55年度新設高等学校用地補償額 昭和５５年度 財政課

6644 2
土地開発基金による土地取得高校
用地（富士・富士宮学区）

富士・富士宮学区新設高校用地補償調書他 昭和５５年度 財政課

6645 1
長島ダム水源地域対策特別措置法
による地域整備計画

長島ダム水特法整備計画経過表 昭和５５年度 長島ダム対策室

6645 2
長島ダム水源地域対策特別措置法
による地域整備計画

大井川水系長島ダムに係る水源地域整備計画
（庵）

昭和５５年度 長島ダム対策室

6645 3
長島ダム水源地域対策特別措置法
による地域整備計画

水源地域整備計画参考資料 昭和５５年度 長島ダム対策室

6645 4
長島ダム水源地域対策特別措置法
による地域整備計画

大井川広域水道企業団運営協議会幹事会開催資料 昭和５５年度 長島ダム対策室

6645 5
長島ダム水源地域対策特別措置法
による地域整備計画

長島ダム建設に関連する地元要望書について（回
答）

昭和５５年度 長島ダム対策室

6645 6
長島ダム水源地域対策特別措置法
による地域整備計画

ダム建設に伴う水没関係住民の生活再建に関する
調査について（報告）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.28
(施)昭55. 3.28

長島ダム対策室

6646 1 地震防災応急計画作成について
地震防災応急計画作成について　－病院・診療所
等編－

昭和５４年度 医務課

6646 2 地震防災応急計画作成について
県が管理又は運営する施設又は事業の地震防災応
急計画作成状況について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.13
(決)昭55. 2.13
(施)昭55. 2.13

医務課

6646 3 地震防災応急計画作成について
復命書（病院等の地震防災応急計画作成の説明
会）

昭和５４年度 (起)昭54.12.25 医務課

6646 4 地震防災応急計画作成について
病院・診療所等における地震防災応急計画作成に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54.12. 5
(決)昭54.12. 8
(施)昭54.12.10

医務課

6646 5 地震防災応急計画作成について 地震防災応急計画作成指針について 昭和５４年度 (起)昭54. 9.20 医務課

6647 1 伊豆大島近海地震被災資料
伊豆大島近海地震による今井浜別荘分譲地の被害
状況及び復旧対策について

昭和５２年度 (収)昭53. 2.14
東海自動車株式
会社

6647 2 伊豆大島近海地震被災資料
「1978年伊豆大島近海地震」により土地利用事業
で承認した造成地の被害状況及び関係者に対する
指導監督について（第２次調査）

昭和５２年度
(起)昭53. 2.28
(施)昭53. 3. 9

土地対策課

6647 3 伊豆大島近海地震被災資料
「1978年伊豆大島近海地震」により土地利用事業
で承認した造成地の被害状況第２次調査の実施に
ついて（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭53. 1.27
(施)昭53. 1.30

土地対策課

6647 4 伊豆大島近海地震被災資料
「1978年伊豆大島近海地震」により土地利用事業
で承認した造成地の被害状況及びこれら管理者に
対する指導監督について（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭53. 1.27
(決)昭53. 2. 2
(施)昭53. 2. 2

土地対策課
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6648 1
静岡県土地利用事業の適正化に関
する指導要綱改正資料

改正成案 昭和５３年度

6648 2
静岡県土地利用事業の適正化に関
する指導要綱改正資料

最終検討案 昭和５３年度

6648 3
静岡県土地利用事業の適正化に関
する指導要綱改正資料

３次改正案 昭和５３年度

6648 4
静岡県土地利用事業の適正化に関
する指導要綱改正資料

２次改正案 昭和５３年度

6648 5
静岡県土地利用事業の適正化に関
する指導要綱改正資料

１次改正案 昭和５３年度

6649 1
第２森田地下道（浜松高架事業）
街路事業全体設計承認申請書

債務負担行為について 昭和５１年度
(起)昭51.10.29
(決)昭51.11. 9

都市整備課

6649 2
第２森田地下道（浜松高架事業）
街路事業全体設計承認申請書

街路事業（鉄道高架）の全体設計について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 6
(決)昭51.12. 6
(施)昭51.12. 6

都市整備課

6649 3
第２森田地下道（浜松高架事業）
街路事業全体設計承認申請書

街路事業（鉄道高架）全体設計承認申請について 昭和５１年度
(起)昭51.11.15
(決)昭51.11.19
(施)昭51.11.24

都市整備課

6650 1 高架事業概要
昭和52年度街路事業（鉄道高架）東海道本線（浜
松市）

昭和５２年度 都市整備課

6650 2 高架事業概要
昭和51年度街路事業（鉄道高架）東海道本線（静
岡）

昭和５１年度 都市整備課

6650 3 高架事業概要
西遠広域都市計画　都市高速鉄道東海道本線連続
立体交差化事業

都市整備課

6650 4 高架事業概要
静岡都市計画都市高速鉄道（東海道本線）鉄道高
架事業の概要

都市整備課

6651 1 伊場遺跡関係綴 埋蔵文化財包蔵地に係る事業計画について 昭和５３年度
(起)昭53. 5. 2
(決)昭53. 5. 2

都市整備課

6651 2 伊場遺跡関係綴
鉄道高架事業地内に於ける埋蔵文化財調書につい
て（依頼）

昭和５２年度
(起)昭53. 3. 2
(決)昭53. 3. 2

都市整備課

6651 3 伊場遺跡関係綴 浜松市伊場遺跡懇談会 都市整備課

6651 4 伊場遺跡関係綴 伊場遺跡（浜松市高架都市改造課からの手紙） 昭和４９年度 (起)昭49. 7.19 都市整備課

6651 5 伊場遺跡関係綴 伊場遺跡における工事の施工について 昭和４９年度 (起)昭49. 9.17 都市整備課

6651 6 伊場遺跡関係綴
浜松市東伊場町における埋蔵文化財の発掘につい
て（通知）

昭和４９年度 (起)昭49. 5.13 都市整備課

6651 7 伊場遺跡関係綴
東海道本線浜松駅付近高架化事業施行に伴う埋蔵
文化財包蔵地の工事着工について

昭和４８年度
(起)昭49. 2.15
(決)昭49. 2.15

都市整備課

6651 8 伊場遺跡関係綴 高架工事の土地処理に関する覚書（案） 昭和４８年度 都市整備課

6651 9 伊場遺跡関係綴 静岡県指定史跡解除申請書 昭和４８年度 都市整備課
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6651 10 伊場遺跡関係綴
県指定史跡伊場遺跡指定解除申請書の進達につい
て

昭和４７年度 都市整備課

6651 11 伊場遺跡関係綴 遺跡打合せ（包蔵地の処理について） 昭和４７年度 (起)昭47.10. 3 都市整備課

6652 1
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和51年度鉄道高架事業　
駒形、青木ＢＶ道路改良工事に伴う測量業務）

昭和５１年度 (収)昭51. 7. 1 服部工務所

6652 2
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和51年度鉄道高架事業　
駒形ＢＶ，青木ＢＶ道路改良工事に伴う土質調
査）

昭和５１年度 (収)昭51. 8.23 松浦工事事務所

6652 3
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

竣功検査復命書 昭和５０年度 (起)昭51. 3.30
静岡東土木事務
所

6652 4
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和50年度都市計画街路鉄道高架中原Ｂ
Ｖ道路改良工事）

昭和５０年度 (収)昭51. 3.19
前田建設株式会
社

6652 5
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届出書（昭和50年度県単都市計画街路（国鉄
高架小黒ＢＶに関する）交通規制工事）

昭和５０年度 (収)昭51. 3.27
名工建設株式会
社

6652 6
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和49年度都市計画街路事業東海道本線
鉄道高架事業第５工区）

昭和４９年度 (収)昭50. 2.28
前田建設株式会
社

6652 7
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和49年度都市計画街路事業東海道本線
鉄道高架事業第３工区）

昭和４９年度 (収)昭49.10.22
住友建設株式会
社

6652 8
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和49年度都市計画街路事業東海道本線
鉄道高架事業第２工区）

昭和４９年度 (収)昭49.12. 3
名工建設株式会
社

6652 9
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和49年度都市計画街路事業東海道本線
鉄道高架事業第４工区）

昭和４９年度 (収)昭49. 9.10 株式会社錢高組

6652 10
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和49年度都市計画街路事業東海道本線
鉄道高架附帯工事（用水路付替））

昭和４９年度 (収)昭49.11.21
住友建設株式会
社

6652 11
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和49年度都市計画街路事業東海道本線
鉄道高架事業第１工区）

昭和４９年度 (収)昭50. 3.22
名工建設株式会
社

6652 12
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和49年度県単第502号　日之出町高松
線外１線街路（鉄道高架関連）工事）

昭和４９年度 (収)昭49.10. 2
菊水ライン株式
会社

6652 13
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和49年度都市計画街路事業東海道本線
鉄道高架事業街灯移設工事）

昭和４９年度 (収)昭50. 3.13 南電機株式会社

6652 14
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和49年度都市計画街路事
業東海道本線鉄道高架事業設計）

昭和４９年度 (収)昭49.10. 2
パシフィックコ
ンサルツ株式会
社
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6652 15
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

竣功検査復命書（昭和49年度静岡駅付近連続立体
交差化事業に伴う下水道移設工事）

昭和４９年度 (起)昭50. 3.31 都市整備課

6652 16
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和48年度都市計画街路事
業鉄道高架事業設計委託第１工区）

昭和４８年度 (収)昭48. 8.24
建設コンサルタ
ントセンター

6652 17
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和48年度都市計画街路事
業鉄道高架事業設計委託第２工区）

昭和４８年度 (収)昭48.12. 1
パシフィックコ
ンサルツ株式会
社

6652 18
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和48年度都市計画街路事
業鉄道高架事業設計委託第３工区）

昭和４８年度 (収)昭48. 9. 6
三和建設コンサ
ルタンツ株式会
社

6652 19
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（静岡駅豊原町線外県単街路
（鉄道高架関連）工事設計委託）

昭和４８年度 (収)昭48. 9.28
葵ネオン株式会
社

6652 20
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（静岡駅豊原町線外１都市計
画街路工事土質調査）

昭和４８年度 (収)昭48.11.30 松浦工事事務所

6652 21
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和48年度都市計画鉄道高架事業補償工
事）

昭和４８年度 (収)昭48. 9.10 東部電機工業所

6652 22
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和48年度都市計画街路鉄道高架事業第
２工区工事）

昭和４８年度 (収)昭48. 9.27
木内建設株式会
社

6652 23
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和48年度静岡駅豊原線外１線街路工事
第２工区）

昭和４８年度 (収)昭48.12.17
木内建設株式会
社

6652 24
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和48年度都市計画街路事業鉄道高架事
業第４工区工事）

昭和４８年度 (収)昭49. 3.25
花菱合成株式会
社

6652 25
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和48年度都市計画街路事業鉄道高架事
業第１工区工事）

昭和４８年度 (収)昭48.11.24
名工建設株式会
社

6652 26
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和48年度都市計画街路事業鉄道高架事
業公告板設置工事）

昭和４８年度 (収)昭48.10.18
鉄建建設株式会
社

6652 27
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和48年度都市計画街路事業鉄道高架事
業附帯工事）

昭和４８年度 (収)昭49. 3.25
住友建設株式会
社

6652 28
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和48年度都市計画街路鉄道高架事業第
３工区工事）

昭和４８年度 (収)昭49. 3.25 株式会社錢高組

6652 29
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

専用線廃止補償契約書 昭和４８年度

6652 30
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

土地賃貸借契約書 昭和４８年度
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6652 31
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

物件移転補償契約書 昭和４８年度

6652 32
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和47年度都市計画街路事
業鉄道高架工事測量設計委託第３工区）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
東日コンサルタ
ント

6652 33
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和47年度都市計画街路事
業鉄道高架工事測量設計委託第５工区）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
日本交通技術株
式会社

6652 34
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和47年度都市計画街路事
業鉄道高架工事設計委託第４工区その２）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
三和建設コンサ
ルタンツ株式会
社

6652 35
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和47年度都市計画街路事
業鉄道高架工事測量設計委託第４工区その１）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
三和建設コンサ
ルタンツ株式会
社

6652 36
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和47年度都市計画街路鉄
道高架事業環境騒音及び振動調査委託）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
産業公害防止協
会

6652 37
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和47年度都市計画街路事
業鉄道高架工事測量調査第２工区その１）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.15
駿河測量設計株
式会社

6652 38
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和47年度都市計画街路事
業鉄道高架工事測量設計委託第１工区）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
パシフィックコ
ンサルツ株式会
社

6652 39
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

委託業務完了報告書（昭和47年度都市計画街路事
業鉄道高架工事測量設計委託第２工区その２）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
パシフィックコ
ンサルツ株式会
社

6652 40
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和47年度東町有東線外３線都市計画街
路鉄道高架工事）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
木内建設株式会
社

6652 41
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和47年度都市計画街路鉄道高架事業附
帯工事下水路付替工事）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26
鉄建建設株式会
社

6652 42
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

完成届（昭和47年度都市計画鉄道高架事業信号機
設置補償工事）

昭和４７年度 (収)昭48. 3.26 東部電機工業所

6652 43
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

土地賃貸借契約書 昭和４７年度

6652 44
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

土地売買契約書 昭和４７年度

6652 45
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

専用線廃止補償契約書 昭和４７年度

6652 46
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅲ

業務等委託契約書（昭和46年度都市計画街路事業
東海道本線鉄道高架測量調査）

昭和４６年度 (収)昭47. 2.28

240 ページ



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

6653 1
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅱ

東海道本線静岡駅付近高架化工事費内訳積算資料
（県施工分）

昭和５１年度

6653 2
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）基
礎資料Ⅱ

交差道路関係図面 昭和５１年度

6654 1
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）

昭和51年度街路事業（鉄道高架）東海道本線（静
岡）詳細設計協議（変更）申請書

昭和５１年度 都市整備課

6654 2
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）

静岡駅高架化新旧建物比較表
岐工局建築第１
課

6654 3
静岡駅付近（鉄道高架）連続立体
交差事業詳細設計協議（変更）

東海道本線静岡駅附近効果化　工事費内訳書

6655 1
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
詳細設計協議（変更）

昭和51年度街路事業（鉄道高架）東海道本線（静
岡）詳細設計協議（変更）申請書建設省提出資料

昭和５１年度 都市整備課

6655 2
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
詳細設計協議（変更）

詳細設計変更 昭和５１年度 (起)昭52. 3.25 都市整備課

6656 1
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
全体設計承認申請書

昭和52年度都市側施行額の決算額について（報
告）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.15
(決)昭53. 6.21
(施)昭53. 6.22

都市整備課

6656 2
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
全体設計承認申請書

昭和49年度静岡駅及び浜松駅付近連続立体交差化
事業の決算額について（通知）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.11
(決)昭50. 4.21
(施)昭50. 4.21

都市整備課

6656 3
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
全体設計承認申請書

東海道本線静岡駅及び浜松駅付近連続立体交差化
事業の決算額について

昭和５０年度 (収)昭50. 7.28
日本国有鉄道岐
阜工事局長

6656 4
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
全体設計承認申請書

東海道本線静岡駅及び浜松駅付近連続立体交差化
事業の決算額について

昭和４９年度 (収)昭49. 5. 7
日本国有鉄道岐
阜工事局長

6656 5
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
全体設計承認申請書

昭和48年度静岡駅及び浜松駅付近連続立体交差化
事業の決算額について（通知）

昭和４９年度
(起)昭49. 4.10
(決)昭49. 4.15
(施)昭49. 4.15

都市整備課

6656 6
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
全体設計承認申請書

昭和47年度静岡駅付近連続立体交差化事業の決算
額について

昭和４８年度
(起)昭48.12.10
(決)昭48.12.15
(施)昭48.12.15

都市整備課

6656 7
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
全体設計承認申請書

街路事業全体設計承認について 昭和４７年度 (起)昭47.10.18 都市整備課

6656 8
静岡駅付近街路事業（鉄道高架）
全体設計承認申請書

昭和47年度街路事業（鉄道高架）全体設計承認申
請について

昭和４７年度
(起)昭47.10.11
(決)昭47.10.14
(施)昭47.10.14

都市整備課

6657 1 静岡駅周辺用地測量成果品 土地買収（登記嘱託）整理表（黒金町他） 昭和５３年度 都市整備課

6658 1 昭和51年優生保護統計報告 昭和51年優生保護統計報告 昭和５１年度 統計情報部

6659 1 昭和52年優生保護統計報告 昭和52年優生保護統計報告 昭和５２年度 統計情報部

6660 1 昭和53年優生保護統計報告 昭和53年優生保護統計報告 昭和５３年度 統計情報部

6661 1 昭和54年優生保護統計報告 昭和54年優生保護統計報告 昭和５４年度 統計情報部
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6662 1 昭和55年優生保護統計報告 昭和55年優生保護統計報告 昭和５５年度 統計情報部

6663 1 昭和56年優生保護統計報告 昭和56年優生保護統計報告 昭和５６年度 統計情報部

6664 1 昭和57年優生保護統計報告 昭和57年優生保護統計報告 昭和５７年度 統計情報部

6665 1 昭和58年優生保護統計報告 昭和58年優生保護統計報告 昭和５８年度 統計情報部

6666 1 昭和59年優生保護統計報告 昭和59年優生保護統計報告 昭和５９年度 統計情報部

6667 1 昭和60年優生保護統計報告 昭和60年優生保護統計報告 昭和６０年度 統計情報部

6668 1 昭和61年優生保護統計報告 昭和61年優生保護統計報告 昭和６１年度 統計情報部

6669 1 昭和62年優生保護統計報告 昭和62年優生保護統計報告 昭和６２年度 統計情報部

6670 1 昭和63年優生保護統計報告 昭和63年優生保護統計報告 昭和６３年度 統計情報部

6671 1 平成元年優生保護統計報告 平成元年優生保護統計報告 平成　元年度 統計情報部

6672 1 平成２年優生保護統計報告 平成２年優生保護統計報告 平成　２年度 統計情報部

6673 1 平成３年優生保護統計報告 平成３年優生保護統計報告 平成　３年度 統計情報部

6674 1 平成４年優生保護統計報告 平成４年優生保護統計報告 平成　４年度 統計情報部

6675 1 平成５年優生保護統計報告 平成５年優生保護統計報告 平成　５年度 統計情報部

6676 1 48行政資料 身体障害者援護事業 昭和４８年度 社会課

6676 2 48行政資料 民間社会福祉活動育成補助金 昭和４８年度 社会課

6676 3 48行政資料 社会福祉施設整備資金斡旋融資制度及び利子補給 昭和４８年度 社会課

6676 4 48行政資料 民生児童委員の活動 昭和４８年度 社会課

6676 5 48行政資料 後進地区振興対策 昭和４８年度 社会課

6676 6 48行政資料 婦人保護事業 昭和４８年度 社会課

6676 7 48行政資料 共同募金運動 昭和４８年度 社会課
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6676 8 48行政資料 老人関係統計資料 昭和４８年度 社会課

6676 9 48行政資料 健康な老人対策 昭和４８年度 社会課

6676 10 48行政資料 老人保健医療対策 昭和４８年度 社会課

6676 11 48行政資料 寝たきり老人等要援護老人対策 昭和４８年度 社会課

6676 12 48行政資料 老人福祉施設整備 昭和４８年度 社会課

6676 13 48行政資料 老人保護措置 昭和４７年度 社会課

6677 1 49行政資料 老人家庭奉仕員に関する調べ 昭和４９年度 老人援護課

6677 2 49行政資料 老人医療費所要額積算資料等 昭和４９年度 老人援護課

6677 3 49行政資料 老人福祉指標（老人援護課） 昭和４９年度 老人援護課

6677 4 49行政資料 昭和49年度老人福祉行政資料（２月県議会） 昭和４９年度 老人援護課

6678 1 50行政資料 昭和50年度 行政資料 昭和５０年度 長寿社会課

6679 1
農業基盤整備事業「新実施計画」
原稿

農業基盤整備事業「新実施計画」について 昭和５３年度 (起)昭54. 3.22 農地企画課

6679 2
農業基盤整備事業「新実施計画」
原稿

農業基盤整備事業新実施計画概要 昭和５３年度 (起)昭54. 3. 1 農地企画課

6680 1 富士山南西山麓野渓調査報告書 昭和51年度富士山南西山麓野渓調査報告書 昭和５１年度 (収)昭52. 3.  
建設省中部地方
建設局

6681 1 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画 第三次漁港海岸事業五箇年計画資料作成について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.17
水産庁漁港部防
災海岸課長

6681 2 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画資料について 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 9 漁港課

6681 3 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画資料作成について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.17 漁港課

6681 4 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画資料作成について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.14
(決)昭56. 4.15

漁港課

6681 5 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画 第三次漁港海岸事業５ヶ年計画資料作成について 昭和５５年度 (起)昭56. 3.20 漁港課

6682 1 試験検査関係綴 試験検査業務打合せ会 昭和４８年度 環境衛生課

6682 2 試験検査関係綴
新和工業（株）及び大日精化（株）にかかる汚泥
検査について

昭和４８年度
(起)昭49. 1. 9
(決)昭49. 1.10

環境衛生課
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6682 3 試験検査関係綴 東洋インキ（株）にかかる汚泥検査について 昭和４８年度
(起)昭49. 1. 9
(決)昭49. 1.10

環境衛生課

6682 4 試験検査関係綴 日本軽金属（株）の観測井戸水の検査について 昭和４８年度
(起)昭48.12.13
(決)昭48.12.13
(施)昭48.12.16

環境衛生課

6682 5 試験検査関係綴 検査成績について（産業廃棄物） 昭和４８年度 (収)昭49. 1.22 浜松保健所

6682 6 試験検査関係綴 試験成績表 昭和４８年度 (収)昭49. 2.21 富士保健所

6682 7 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４８年度 (収)昭49. 3. 1 衛生研究所

6682 8 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 5. 1 衛生研究所

6682 9 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 4.17 衛生研究所

6682 10 試験検査関係綴
最終処分地にかかるメッキスラッジ等の検査につ
いて（依頼）

昭和４９年度
(起)昭49. 5.21
(決)昭49. 5.21
(施)昭49. 5.21

環境衛生課

6682 11 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 6.26 衛生研究所

6682 12 試験検査関係綴 メッキスラッジの検査について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49. 7.15
(決)昭49. 7.16
(施)昭49. 7.16

環境衛生課

6682 13 試験検査関係綴 浸出水の検査について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49. 7.25
(決)昭49. 7.25
(施)昭49. 7.25

環境衛生課

6682 14 試験検査関係綴 スラッジの検査について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭49. 7.25
(決)昭49. 7.25
(施)昭49. 7.25

環境衛生課

6682 15 試験検査関係綴
製紙スラッジの最終処分地における産業廃棄物及
び浸出水の検査結果について

昭和４９年度 (収)昭49. 8. 3 衛生研究所

6682 16 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 8. 7 衛生研究所

6682 17 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 8. 7 衛生研究所

6682 18 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 8. 7 衛生研究所

6682 19 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭49. 9. 4 藤枝保健所

6682 20 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭49. 9. 4 沼津保健所

6682 21 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.12 衛生研究所

6682 22 試験検査関係綴 産業廃棄物収去検査結果について（報告） 昭和４９年度 (収)昭49. 7.30 富士保健所

6682 23 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭49.10. 7 富士保健所
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6682 24 試験検査関係綴 廃バッテリーの硫酸濃度及び鉛含有量について 昭和４９年度 (収)昭49. 9. 4 富士保健所

6682 25 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 8.12 衛生研究所

6682 26 試験検査関係綴 産業廃棄物収去検査結果について（報告） 昭和４９年度 (収)昭49. 9.17 富士保健所

6682 27 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭49.10. 2 藤枝保健所

6682 28 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49. 9.24 衛生研究所

6682 29 試験検査関係綴
鋳造廃砂処理方法の開発実験結果について（報
告）

昭和４９年度 (収)昭49.10.11 衛生研究所

6682 30 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭49.12. 9 沼津保健所

6682 31 試験検査関係綴 製紙スラッジ等の試験成績について 昭和４９年度 (収)昭49.12. 6 富士保健所

6682 32 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭49.12.10 富士保健所

6682 33 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭49.12.19 藤枝保健所

6682 34 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49.11.18 衛生研究所

6682 35 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭49.11.18 衛生研究所

6682 36 試験検査関係綴 コンクリート固型化物の検査について（依頼） 昭和４９年度
(起)昭50. 1.16
(決)昭50. 1.16
(施)昭50. 1.16

環境衛生課

6682 37 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭50. 2. 1 衛生研究所

6682 38 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭50. 2. 1 衛生研究所

6682 39 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭50. 2. 1 衛生研究所

6682 40 試験検査関係綴 産業廃棄物収去検査結果について（報告） 昭和４９年度 (収)昭50. 2.15 富士保健所

6682 41 試験検査関係綴
山本皮革工業（株）のスラッジコンクリート固形
化物の検査について

昭和４９年度
(起)昭50. 3.27
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 3.27

環境衛生課

6682 42 試験検査関係綴
（株）村上開明堂のスラッジ固形化物等の検査に
ついて

昭和４９年度
(起)昭50. 3.27
(決)昭50. 3.27
(施)昭50. 3.27

環境衛生課

6682 43 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭50. 3. 4 藤枝保健所

6682 44 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和４９年度 (収)昭50. 3.29 衛生研究所
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6682 45 試験検査関係綴 産業廃棄物実態調査について 昭和４９年度 (収)昭50. 3.31 東京通商産業局

6682 46 試験検査関係綴 日軽化工（株）の観測井戸水の検査について 昭和４９年度 (収)昭50. 3.29 衛生研究所

6682 47 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和４９年度 (収)昭50. 3.29 藤枝保健所

6682 48 試験検査関係綴
昭和49年度産業廃棄物検査結果報告書の追加につ
いて（報告）

昭和５０年度 (収)昭50. 4.24 富士保健所

6682 49 試験検査関係綴 日軽化工（株）内の観測用井戸水の検査について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.11
(施)昭50. 4.11

環境衛生課

6682 50 試験検査関係綴 日本軽金属（株）の観測井戸水の検査について 昭和５０年度
(起)昭50. 4. 9
(決)昭50. 4.11
(施)昭50. 4.11

環境衛生課

6682 51 試験検査関係綴
最終処分地の浸出液及び産業廃棄物の検査につい
て（依頼）

昭和５０年度
(起)昭50. 4.11
(決)昭50. 4.11
(施)昭50. 4.11

環境衛生課

6682 52 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 5.15 衛生研究所

6682 53 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 5.15 衛生研究所

6682 54 試験検査関係綴
清水保健所管内の最終処分地における汚泥の検査
について（依頼）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.12
(決)昭50. 6.12
(施)昭50. 6.12

環境衛生課

6682 55 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 7. 3 衛生研究所

6682 56 試験検査関係綴 産廃処分地浸出水の収去検査について 昭和５０年度 (収)昭50. 7.25 富士保健所

6682 57 試験検査関係綴 日本軽金属（株）清水工場の赤でい検査について 昭和５０年度
(起)昭50. 8. 7
(決)昭50. 8. 8
(施)昭50. 8. 8

環境衛生課

6682 58 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 8. 8 衛生研究所

6682 59 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 8. 8 衛生研究所

6682 60 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和５０年度 (収)昭50. 7.25 藤枝保健所

6682 61 試験検査関係綴
オフセット用インキ中のＰＣＢの検査について
（依頼）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.30
(決)昭50. 7. 1
(施)昭50. 7. 1

環境衛生課

6682 62 試験検査関係綴
日本軽金属（株）清水工場及び日軽化工（株）蒲
原工場に設置した観測井より採取する浸出水等の
分析について

昭和５０年度 (起)昭50. 7.29 環境衛生課

6682 63 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 8.21 衛生研究所

6682 64 試験検査関係綴
鋳物廃砂処理方法の開発実験結果について（報
告）

昭和５０年度 (収)昭50. 8.21 衛生研究所
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6682 65 試験検査関係綴 産業廃棄物中の油分測定法について 昭和５０年度 (収)昭50.11.27 衛生研究所

6682 66 試験検査関係綴 産業廃棄物の検査について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50.12. 9
(決)昭50.12.11
(施)昭50.12.11

環境衛生課

6682 67 試験検査関係綴 鑑定委託書について（回答） 昭和５０年度
(起)昭50.12.26
(決)昭50.12.26
(施)昭50.12.26

環境衛生課

6682 68 試験検査関係綴
有害物質安定処理技術開発実験結果について（報
告）

昭和５０年度 (収)昭50. 4.23 衛生研究所

6682 69 試験検査関係綴 試験成績について（通知） 昭和５０年度 (収)昭50. 8.11 衛生研究所

6682 70 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和５０年度 (収)昭51. 2.12 沼津保健所

6682 71 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和５０年度 (収)昭51. 3.11 磐田保健所

6682 72 試験検査関係綴 産業廃棄物検査結果報告書 昭和５０年度 (収)昭51. 3.15 富士保健所

6682 73 試験検査関係綴 科学検査年間計画について 昭和５１年度 (収)昭51. 5.14 藤枝保健所

6682 74 試験検査関係綴
産業廃棄物中のＰＣＢの検査方法の検討結果につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 6.23 衛生研究所

6682 75 試験検査関係綴 製紙スラッジ中のＰＣＢ検査について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11. 4
(施)昭51.11. 4

環境衛生課

6682 76 試験検査関係綴 有害物質固型化処理要項 昭和５１年度 (収)昭52. 1.22
二チエー吉田
（株）

6683 1
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査）

昭和５５年度 (起)昭55. 9. 6 国民年金課

6683 2
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査）

昭和５５年度 (起)昭55.10. 1 国民年金課

6683 3
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査）

昭和５５年度 (起)昭55.10. 4 国民年金課

6683 4
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査）

昭和５５年度 (起)昭55.10. 9 国民年金課

6683 5
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査）

昭和５５年度 (起)昭55.10.11 国民年金課

6683 6
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査）

昭和５５年度 (起)昭55.10.27 国民年金課

6683 7
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査）

昭和５５年度 (起)昭55.11.15 国民年金課

6683 8
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査）

昭和５５年度 (起)昭55.12.23 国民年金課

6683 9
昭和55年度農業者年金事務指導監
査

昭和55年度農業者年金基金業務受託者事務指導監
査実施結果について（報告）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.25 国民年金課
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6684 1 磐田用水取水施設撤去許可申請書 許可申請書 昭和５４年度 (施)昭55. 1.16
天竜川農業用水
建設事務所長

6685 1
狩野川水系廃川敷譲与関係　No.
１

土地交換に伴う覚書の締結について 昭和４７年度
(起)昭48. 1.22
(決)昭48. 3.22
(施)昭48. 3.30

公共用地課

6686 1
狩野川水系廃川敷譲与関係　No.
２

普通財産（廃川敷）の譲与について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.11
(決)昭52. 4.20
(施)昭52. 4.20

公共用地課

6686 2
狩野川水系廃川敷譲与関係　No.
２

一級河川廃川敷地の譲与申請について 昭和５２年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭52. 4.11
(施)昭52. 4.11

公共用地課

6687 1 安倍川廃川敷調査 国直轄河川廃川敷関係の打合せについて 昭和５２年度 (収)昭52. 7.11 出納事務局長

6688 1 天竜川廃川敷調査 天竜川廃川敷調査 昭和５２年度

6689 1 県有地寸法図綴 河川敷廃止による県有地寸法図綴（安倍川） 昭和４３年度

6690 1 土地表示保存登記済証綴 河川敷廃止による土地表示保存登記済証綴 昭和４３年度

6691 1
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

審議会等の委員名簿等の作成について 昭和５６年度 (収)昭56. 4.11 管理課長

6691 2
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

御前崎港港湾計画（一部変更）について（答申） 昭和５３年度 (収)昭54. 1.30
静岡県地方港湾
審議会長

6691 3
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

第４回静岡県地方港湾審議会会議録の経過概要に
ついて（伺い）

昭和５３年度 (起)昭54. 2. 5 港湾課

6691 4
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

第４回静岡県地方港湾審議会における知事のあい
さつ文について（伺い）

昭和５３年度 (起)昭54. 1.18 港湾課

6691 5
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

御前崎港港湾計画（一部変更）及び土肥港臨港地
区及び分区指定について（答申）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.30
(決)昭54. 1.30
(施)昭54. 1.30

港湾課

6691 6
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

御前崎港港湾計画の一部変更並びに土肥港臨港地
区及び分区の指定の静岡県地方港湾審議会への諮
問について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 1.16
(決)昭54. 1.20
(施)昭54. 1.29

港湾課

6691 7
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

庁舎駐車場の利用について（依頼） 昭和５３年度
(起)昭54. 1.17
(決)昭54. 1.17
(施)昭54. 1.17

港湾課

6691 8
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

第４回静岡県地方港湾審議会諮問案の送付につい
て

昭和５３年度
(起)昭54. 1.16
(決)昭54. 1.16
(施)昭54. 1.16

港湾課

6691 9
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

供覧（静岡県地方港湾審議会幹事打合せ会の討議
要旨）

昭和５３年度 (起)昭54. 1.22 港湾課

6691 10
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

静岡県地方港湾審議会及び幹事打合せ会の開催に
ついて（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.12.19
(決)昭53.12.25
(施)昭53.12.25

港湾課

6691 11
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

御前崎港港湾区域の変更について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 6.15
(決)昭52. 6.30
(施)昭52. 6.30

港湾課

6691 12
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

第３回静岡県地方港湾審議会会議録 昭和５２年度 (起)昭52. 6.15 港湾課
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6691 13
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

第３回静岡県地方港湾審議会の挨拶について（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.13
(決)昭52. 6.14

港湾課

6691 14
静岡県地方港湾審議会綴（第３回
～４回）

静岡県地方港湾審議会及び幹事打合会の開催につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 5.27
(施)昭52. 6. 2

港湾課

6692 1
静岡県地方港湾審議会綴（第５
回）

御前崎港港湾計画の変更の概要の公告について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.13
(決)昭56. 1.26

港湾課

6692 2
静岡県地方港湾審議会綴（第５
回）

御前崎港港湾計画（一部変更）及び清水港港湾隣
接地域の変更について（答申）

昭和５５年度
(起)昭55.11.27
(決)昭55.12.10

港湾課

6692 3
静岡県地方港湾審議会綴（第５
回）

御前崎港港湾計画の一部変更及び清水港港湾隣接
地域の変更の静岡県地方港湾審議会への諮問につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55.11.21
(決)昭55.11.21
(施)昭55.11.21

港湾課

6692 4
静岡県地方港湾審議会綴（第５
回）

第５回静岡県地方港湾審議会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.10.22
(決)昭55.10.25
(施)昭55.10.25

港湾課

6693 1 港湾統計（流動表）　昭和51年 港湾統計（流動表）　昭和51年 昭和５１年度
運輸省大臣官房
情報管理部

6694 1 港湾統計（流動表）　昭和52年 港湾統計（流動表）　昭和52年 昭和５２年度
運輸省大臣官房
情報管理部

6695 1 港湾統計（流動表）　昭和53年 港湾統計（流動表）　昭和53年 昭和５３年度
運輸省大臣官房
情報管理部

6696 1 港湾統計（流動表）　昭和54年 港湾統計（流動表）　昭和54年 昭和５４年度
運輸省大臣官房
情報管理部

6697 1 港湾統計（流動表）　昭和55年 港湾統計（流動表）　昭和55年 昭和５５年度
運輸省大臣官房
情報管理部

6698 1 清水港入港料資料 入港料の徴収について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 8.11
(決)昭52. 8.12
(施)昭52. 8.12

港湾課

6699 1
焼津市小川第２土地区画整理事業
設立認可申請書

焼津市小川第２土地区画整理組合の定款及び事業
計画の縦覧について

昭和５４年度 (収)昭54. 4.25 焼津市長

6699 2
焼津市小川第２土地区画整理事業
設立認可申請書

志太広域都市計画事業小川第２土地区画整理組合
の設立認可について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.22
(決)昭54. 3.28
(施)昭54. 3.28

計画課

6699 3
焼津市小川第２土地区画整理事業
設立認可申請書

志太広域都市計画事業小川第２土地区画整理事業
の事業計画に対する採否について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.10
(決)昭54. 5.16
(施)昭54. 5.17

計画課

6700 1
事業計画書　浜松市上島東土地区
画整理組合

浜松市上島東土地区画整理組合の役員の氏名及び
住所の公告について

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 1
(決)昭55. 3. 7
(施)昭55. 3. 7

計画課

6700 2
事業計画書　浜松市上島東土地区
画整理組合

浜松市上島東土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 6
(決)昭54.12. 6
(施)昭54.12. 6

計画課

6700 3
事業計画書　浜松市上島東土地区
画整理組合

浜松市上島東土地区画整理組合の事業計画縦覧の
完了について（報告）

昭和５４年度 (収)昭54.12. 6 浜松市長

6701 1
静岡市昭府町土地区画整理組合設
立認可

役員の氏名及び住所の公告、公印の届出について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 2
(決)昭56. 2. 5
(施)昭56. 2. 5

計画課

6701 2
静岡市昭府町土地区画整理組合設
立認可

静岡市昭府町土地区画整理組合の設立について 昭和５５年度
(起)昭55.12.11
(決)昭55.12.12
(施)昭55.12.12

計画課
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6701 3
静岡市昭府町土地区画整理組合設
立認可

静岡市昭府町土地区画整理組合の設立認可申請に
伴う事業計画の縦覧について

昭和５５年度 (収)昭55.10. 9 静岡市長

6701 4
静岡市昭府町土地区画整理組合設
立認可

意見書の審査について 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.28
(施)昭55.12.11

計画課

6701 5
静岡市昭府町土地区画整理組合設
立認可

事業計画に対する意見書に伴う物件の提出要求に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.10. 6
(決)昭55.10. 7
(施)昭55.10. 9

計画課

6701 6
静岡市昭府町土地区画整理組合設
立認可

静岡市昭府町土地区画整理組合の事業計画の縦覧
について（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 6
(決)昭55. 9.19
(施)昭55. 9.19

計画課

6702 1
設立認可申請書（磐田市二之宮
東）

磐南広域都市計画事業二之宮東土地区画整理組合
の役員の氏名等の公告について

昭和５５年度
(起)昭55.12.15
(決)昭55.12.17
(施)昭55.12.17

計画課

6702 2
設立認可申請書（磐田市二之宮
東）

磐南広域都市計画事業二之宮東土地区画整理組合
の設立認可について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 7
(決)昭55.11. 8
(施)昭55.11. 8

計画課

6702 3
設立認可申請書（磐田市二之宮
東）

磐南広域都市計画事業二之宮東土地区画整理組合
の事業計画の縦覧について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 4
(決)昭55.10. 7
(施)昭55.10. 8

計画課

6703 1
土地区画整理事業計画　竜洋町中
島設立認可

竜洋町中島土地区画整理組合の役員の氏名及び住
所の公告について

昭和５５年度 (起)昭56. 2.13 計画課

6703 2
土地区画整理事業計画　竜洋町中
島設立認可

竜洋町中島土地区画整理組合の設立認可について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 5
(施)昭55.12. 6

計画課

6703 3
土地区画整理事業計画　竜洋町中
島設立認可

竜洋町中島土地区画整理組合の事業計画の縦覧に
ついて（報告）

昭和５５年度 (収)昭55.11.18
竜洋町長職務代
行者

6703 4
土地区画整理事業計画　竜洋町中
島設立認可

竜洋町中島土地区画整理組合の事業計画の縦覧に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.10.17
(決)昭55.10.20
(施)昭55.10.24

計画課

6703 5
土地区画整理事業計画　竜洋町中
島設立認可

土地区画整理事業設計事前協議審査表 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 2 計画課

6704 1
土地区画整理事業計画　浜松市大
浦変更認可

浜松市大浦土地区画整理組合の定款及び事業計画
変更の認可について

昭和５５年度
(起)昭55.11.22
(決)昭55.11.26
(施)昭55.11.26

計画課

6705 1
沼津市香貫事業計画（変更）認可
申請書

東駿河湾広域都市計画香貫地区土地区画整理事業
の事業計画の変更認可（伺い）

昭和５３年度 (起)昭54. 3. 2 計画課

6706 1
磐田市富士見北実施計画書（第１
回変更）

磐南広域都市計画事業富士見北土地区画整理事業
実施計画書（第１回変更）の提出

昭和５３年度 (起)昭54. 2.22 計画課

6707 1
事業計画変更認可申請書（静岡市
古庄北）

静岡市古庄北土地区画整理組合の事業計画の変更
について（認可）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.13

計画課

6708 1
島田市中央第二事業計画（変更）
申請書

島田金谷広域都市計画島田中央第二土地区画整理
事業の事業計画の変更について（認可）

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 6
(決)昭56. 3. 9
(施)昭56. 3. 9

計画課

6709 1
土地区画整理事業計画　潮海寺変
更認可

東遠広域都市計画事業潮海寺土地区画整理組合の
定款及び事業計画の変更について（認可）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.17
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.20

計画課

6710 1 早出事業計画変更書
西遠広域都市計画事業早出栃区画整理組合の事業
計画の変更認可について

昭和５５年度
(起)昭55.12.12
(決)昭55.12.15
(施)昭55.12.15

計画課

6711 1
湖西市イトーピア新所原土地区画
整理共同施工認可

湖西市イトーピア新所原土地区画整理共同施行に
ついて（認可）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.25
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 5. 1

計画課

6712 1
湖西市イトーピア新所原土地区画
整理事業計画変更認可

湖西市イトーピア新所原土地区画整理事業の事業
計画変更の認可について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.21
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.13

計画課
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6713 1
西遠広域都市計画復興土地区画整
理事業（浜松駅南工区）換地計画
認可

西遠広域都市計画事業復興土地区画整理事業（駅
南工区）の換地計画の認可について

昭和５１年度
(起)昭51.10. 7
(決)昭51.10. 7
(施)昭51.10. 8

計画課

6713 2
西遠広域都市計画復興土地区画整
理事業（浜松駅南工区）換地計画
認可

換地処分通知完了届 昭和５１年度 (収)昭51.10.14 浜松市長

6714 1
西遠広域都市計画事業復興土地区
画整理事業（駅南工区）換地計画
認可申請書

換地明細書（索引簿） 昭和５１年度 計画課

6714 2
西遠広域都市計画事業復興土地区
画整理事業（駅南工区）換地計画
認可申請書

特別処分明細書 昭和５１年度 計画課

6714 3
西遠広域都市計画事業復興土地区
画整理事業（駅南工区）換地計画
認可申請書

公共用地明細書 昭和５１年度 計画課

6714 4
西遠広域都市計画事業復興土地区
画整理事業（駅南工区）換地計画
認可申請書

保留地明細書 昭和５１年度 計画課

6715 1
西遠広域都市計画事業復興土地区
画整理事業（駅南工区）各筆各権
利別清算金明細書

各筆各権利別清算金明細書 昭和５１年度 計画課

6715 2
西遠広域都市計画事業復興土地区
画整理事業（駅南工区）各筆各権
利別清算金明細書

所有権以外の権利 昭和５１年度 計画課

6715 3
西遠広域都市計画事業復興土地区
画整理事業（駅南工区）各筆各権
利別清算金明細書

所有権以外の権利 昭和５１年度 計画課

6716 1
浜松市大浦土地区画整理事業換地
計画書（その１）

浜松市大浦土地区画整理組合の換地計画の認可に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 8
(施)昭55.12. 8

計画課

6716 2
浜松市大浦土地区画整理事業換地
計画書（その１）

換地明細書（索引簿） 昭和５５年度 計画課

6716 3
浜松市大浦土地区画整理事業換地
計画書（その１）

換地明細書（保留地） 昭和５５年度 計画課

6716 4
浜松市大浦土地区画整理事業換地
計画書（その１）

換地明細書（消滅） 昭和５５年度 計画課

6716 5
浜松市大浦土地区画整理事業換地
計画書（その１）

換地明細書（帰属） 昭和５５年度 計画課

6716 6
浜松市大浦土地区画整理事業換地
計画書（その１）

各筆各権利別清算金明細書 昭和５５年度 計画課

6716 7
浜松市大浦土地区画整理事業換地
計画書（その１）

各筆各権利別清算金明細書 昭和５５年度 計画課

6717 1
浜松市大浦土地区画整理事業換地
計画書（その２）

浜松市大浦土地区画整理事業の図面綴 昭和５５年度 計画課

6718 1
湖西市河原南古見土地区画整理事
業換地計画書

湖西市河原南古見土地区画整理組合の換地処分し
た旨の公告について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.20
(決)昭55. 8.20
(施)昭55. 8.20

計画課
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6718 2
湖西市河原南古見土地区画整理事
業換地計画書

湖西市河原南古見土地区画整理組合の換地計画の
認可について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.28
(決)昭55. 8. 1
(施)昭55. 8. 7

計画課

6719 1
菊川町仲島土地区画整理組合換地
計画書

菊川町仲島土地区画整理組合の換地計画の認可に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.10. 7
(決)昭56.10. 9
(施)昭56.10.13

計画課

6720 1
県営有明団地の県営住宅基準法関
係

県営住宅有明団地建設事業に係る建築基準法第18
条第５項の規程による工事完了通知の提出につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 1
(決)昭57. 3. 1
(施)昭57. 3. 1

住宅建築課

6721 1
重文黒田家住宅（長屋門）現状変
更

重要文化財黒田家住宅長屋門の現状変更許可につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51.10.16
(決)昭51.10.21
(施)昭51.10.22

文化課

6721 2
重文黒田家住宅（長屋門）現状変
更

重要文化財黒田家住宅長屋門の現状変更（創建当
初の形式に復元）について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.11
(決)昭51. 6.14
(施)昭51. 6.14

文化課

6722 1 重文旧岩科学校校舎保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 8
(決)昭55. 2.15
(施)昭55. 2.15

文化課

6722 2 重文旧岩科学校校舎保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 8
(決)昭54. 9.12
(施)昭54. 9.12

文化課

6722 3 重文旧岩科学校校舎保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.27
(決)昭54. 9. 4
(施)昭54. 9. 4

文化課

6722 4 重文旧岩科学校校舎保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 2
(決)昭54. 8. 2
(施)昭54. 8. 2

文化課

6722 5 重文旧岩科学校校舎保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.15
(決)昭54. 6.18
(施)昭54. 6.18

文化課

6722 6 重文旧岩科学校校舎保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（旧岩科学校校
舎保存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 8
(決)昭54. 6.11
(施)昭54. 6.11

文化課

6722 7 重文旧岩科学校校舎保存修理
昭和54年度重要文化財旧岩科学校校舎保存修理事
業に係る職員の派遣について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.17
(決)昭54. 8.18
(施)昭54. 8.18

文化課

6722 8 重文旧岩科学校校舎保存修理
昭和54年度重要文化財旧岩科学校校舎保存修理事
業に係る係官派遣申請について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 9
(決)昭54. 7.11
(施)昭54. 7.11

文化課

6722 9 重文旧岩科学校校舎保存修理
昭和54年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.25
(決)昭55. 2.28
(施)昭55. 2.28

文化課

6722 10 重文旧岩科学校校舎保存修理
昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
旧岩科学校校舎保存修理事業）の請求書の提出に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.21
(決)昭55. 2.23
(施)昭55. 2.25

文化課

6722 11 重文旧岩科学校校舎保存修理
昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
旧岩科学校校舎保存修理事業）の額の確定につい
て（国費）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 8
(決)昭55. 2.20
(施)昭55. 2.20

文化課

6722 12 重文旧岩科学校校舎保存修理
昭和54年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.27
(決)昭54. 8. 2
(施)昭54. 8. 2

文化課

6722 13 重文旧岩科学校校舎保存修理
昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
旧岩科学校校舎保存修理事業）補助金交付申請に
ついて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.31
(決)昭54. 6. 7
(施)昭54. 6. 7

文化課

6723 1 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

文化課
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6723 2 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 5
(決)昭55. 3. 7
(施)昭55. 3. 7

文化課

6723 3 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 6
(決)昭55. 2. 6
(施)昭55. 2. 6

文化課

6723 4 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.10
(決)昭55. 1.17
(施)昭55. 1.17

文化課

6723 5 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.12.20
(決)昭54.12.21
(施)昭54.12.21

文化課

6723 6 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.12.20
(決)昭54.12.21
(施)昭54.12.21

文化課

6723 7 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 5
(決)昭54.11. 7
(施)昭54.11. 7

文化課

6723 8 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.10.11
(決)昭54.10.15
(施)昭54.10.15

文化課

6723 9 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 8
(決)昭54. 9.12
(施)昭54. 9.12

文化課

6723 10 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 4
(決)昭54. 9.12
(施)昭54. 9.12

文化課

6723 11 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 4
(決)昭54. 8. 8
(施)昭54. 8. 8

文化課

6723 12 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.21
(決)昭54. 7.23
(施)昭54. 7.23

文化課

6723 13 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.11
(決)昭54. 7.13
(施)昭54. 7.13

文化課

6723 14 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 7. 5
(施)昭54. 7. 5

文化課

6723 15 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 8
(決)昭54. 6.11
(施)昭54. 6.11

文化課

6723 16 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.26
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 5.31

文化課

6723 17 重文静岡浅間神社保存修理
国宝・重要文化財建造物保存修理（神部神社浅間
神社舞殿他９棟保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(決)昭54. 5.10
(施)昭54. 5.10

文化課
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6723 18 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 5
(決)昭55. 3. 7
(施)昭55. 3. 7

文化課

6723 19 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 6
(決)昭55. 2. 6
(施)昭55. 2. 6

文化課

6723 20 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54.12.20
(決)昭54.12.21
(施)昭54.12.21

文化課

6723 21 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 5
(決)昭54.12. 5
(施)昭54.12. 5

文化課

6723 22 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54.11. 5
(決)昭54.11. 7
(施)昭54.11. 7

文化課

6723 23 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 4
(決)昭54. 8. 8
(施)昭54. 8. 8

文化課

6723 24 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る職員の派遣について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.17
(決)昭54. 8.18
(施)昭54. 8.18

文化課

6723 25 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.21
(決)昭54. 7.23
(施)昭54. 7.23

文化課

6723 26 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 8
(決)昭54. 9.12
(施)昭54. 9.12

文化課

6723 27 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54.10.11
(決)昭54.10.15
(施)昭54.10.15

文化課

6723 28 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.11
(決)昭54. 7.11
(施)昭54. 7.11

文化課

6723 29 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.12
(決)昭54. 6.14
(施)昭54. 6.14

文化課

6723 30 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.16
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.21

文化課

6723 31 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.10
(決)昭54. 5.12
(施)昭54. 5.12

文化課

6723 32 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る職員の派遣について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.10
(決)昭54. 5.10
(施)昭54. 5.10

文化課

6723 33 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.25
(決)昭54. 4.25
(施)昭54. 4.25

文化課
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6723 34 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.11
(施)昭54. 4.11

文化課

6723 35 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

文化課

6723 36 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）の額
の確定について（国費）

昭和５５年度
(起)昭55. 3.31
(決)昭55. 4. 8
(施)昭55. 4. 8

文化課

6723 37 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）補助金の概
算払について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 7
(決)昭55. 3.11
(施)昭55. 3.11

文化課

6723 38 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度重要文化財神部神社浅間神社舞殿他９
棟保存修理事業に係る計画変更承認申請について
（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 2.22
(施)昭55. 2.22

文化課

6723 39 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）補助金の概
算払について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.11.22
(決)昭54.11.29
(施)昭54.11.29

文化課

6723 40 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）補助金の概
算払について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 8
(決)昭54. 8.13
(施)昭54. 8.13

文化課

6723 41 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.27
(決)昭54. 8. 2
(施)昭54. 8. 2

文化課

6723 42 重文静岡浅間神社保存修理
昭和54年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社舞殿他９棟保存修理事業）補助金交付
申請について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 8
(決)昭54. 5.10
(施)昭54. 5.10

文化課

6724 1
重文神部神社、浅間神社、大歳御
祖神社の現状変更

重要文化財神部神社・浅間神社・大歳御祖神社境
内社少彦名神社本殿の現状変更許可について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 2. 4
(施)昭55. 2. 4

文化課

6724 2
重文神部神社、浅間神社、大歳御
祖神社の現状変更

重要文化財神部神社・浅間神社大歳御祖神社の現
状変更（境内社少彦名神社本殿屋根の銅復元他）
許可申請について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.10. 1
(決)昭54.10. 8
(施)昭54.10. 8

文化課

6725 1
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿石の間拝殿保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.10.15
(決)昭54.10.17
(施)昭54.10.17

文化課

6725 2
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿石の間拝殿保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 8
(決)昭54. 9.12
(施)昭54. 9.12

文化課

6725 3
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
本殿石の間拝殿保存修理事業）工事監督報告につ
いて（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 8
(決)昭54. 8. 9
(施)昭54. 8. 9

文化課

6725 4
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

重要文化財久能山東照宮（本殿石の間拝殿）保存
修理工事に係る主任技術者の承認について（通
知）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.11
(決)昭54. 7.13
(施)昭54. 7.13

文化課

6725 5
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和54年度重要文化財久能山東照宮本殿石の間拝
殿保存修理事業に係る主任技術者承認申請につい
て（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.16
(決)昭54. 6.19
(施)昭54. 6.19

文化課
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6725 6
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和54年度重要文化財久能山東照宮本殿石の間拝
殿保存修理事業に係る係官派遣申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.27
(決)昭54. 9. 4
(施)昭54. 9. 4

文化課

6725 7
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について

昭和５４年度
(起)昭54.10.30
(決)昭54.11. 7
(施)昭54.11. 7

文化課

6725 8
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮本殿石の間拝殿保存修理事業）の請
求書の提出について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.24
(決)昭54.10.30
(施)昭54.10.30

文化課

6725 9
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮本殿石の間拝殿保存修理事業）の額
の確定について

昭和５４年度
(起)昭54.10.15
(決)昭54.10.19
(施)昭54.10.19

文化課

6725 10
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.27
(決)昭54. 8. 2
(施)昭54. 8. 2

文化課

6725 11
重文　久能山東照宮保存修理
（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮本殿石の間拝殿保存修理事業）補助
金交付申請について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.26
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 5.31

文化課

6726 1
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
神庫玉垣（石柵）保存修理事業）工事監督報告に
ついて（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.15
(決)昭55. 2.20
(施)昭55. 2.20

文化課

6726 2
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

国宝・重要文化財建造物保存修理（久能山東照宮
神庫玉垣（石柵）保存修理事業）工事監督報告に
ついて（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 2. 4
(施)昭55. 2. 4

文化課

6726 3
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

重要文化財久能山東照宮神廏ほか２棟保存修理工
事に係る主任技術者の承認について（通知）

昭和５４年度
(起)昭54.12.20
(決)昭54.12.21
(施)昭54.12.21

文化課

6726 4
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

重要文化財久能山東照宮（神廏・神庫・石柵）保
存修理事業に係る主任技術者承認申請について
（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.12. 5
(決)昭54.12. 5
(施)昭54.12. 5

文化課

6726 5
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.10
(施)昭54. 4.10

文化課

6726 6
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮神廏他２棟保存修理事業）の請求書
の提出について（うかがい

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 8
(決)昭54. 4. 9
(施)昭54. 4. 9

文化課

6726 7
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
久能山東照宮神廏他２棟保存修理事業）の額の確
定について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.31
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

文化課

6726 8
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

昭和54年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.13
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.21

文化課

6726 9
重文　久能山東照宮保存修理災害
復旧（国）

昭和54年度文化財保存事業費（重要文化財久能山
東照宮神庫玉垣（石柵）保存修理事業）補助金交
付申請について（進達）

昭和５４年度
(起)昭54.12.13
(決)昭54.12.17
(施)昭54.12.17

文化課

6727 1 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
重要文化財大鐘家住宅長屋門の現状変更許可につ
いて（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(決)昭55. 8. 7
(施)昭55. 8. 7

文化課

6727 2 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
重要文化財大鐘家住宅の現状変更（長屋門の茅葺
復元他）許可申請について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 8
(決)昭55. 5. 8
(施)昭55. 5. 8

文化課

6727 3 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建築物保存修理（大鐘家住宅保
存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.11
(決)昭55. 3.14
(施)昭55. 3.14

文化課
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6727 4 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
国宝・重要文化財建築物保存修理（大鐘家住宅保
存修理事業）工事監督報告について（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.25
(決)昭55. 2.28
(施)昭55. 2.28

文化課

6727 5 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和54年度重要文化財大鐘家住宅保存修理事業の
着手について（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 2. 6
(施)昭55. 2. 6

文化課

6727 6 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
重要文化財大鐘家住宅主屋・長屋門保存修理工事
に係る主任技術者の承認について（通知）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.28
(決)昭55. 2. 6
(施)昭55. 2. 6

文化課

6727 7 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
重要文化財大鐘家住宅保存修理事業に係る主任技
術者承認申請について（進達）

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 7
(決)昭55. 1.10
(施)昭55. 1.10

文化課

6727 8 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和54年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.10
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

文化課

6727 9 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和54年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
大鐘家住宅主屋他１棟保存修理事業）の額の確定
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 5
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.10

文化課

6727 10 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和54年度文化財保存事業費（重要文化財大鐘家
住宅主屋他１棟保存修理事業）補助金の概算払に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.21
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.29

文化課

6727 11 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和54年度文化財-保存事業費補助金交付決定に
ついて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.13
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.21

文化課

6727 12 重文　大鐘家住宅保存修理（国）
昭和54年度文化財保存事業費（重要文化財大鐘家
住宅保存修理事業）補助金交付申請について（進
達）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.26
(施)昭55. 1.26

文化課

6728 1 博物館登録申請書（熱海美術館） 博物館の変更登録について 昭和５１年度
(起)昭52. 2.22
(決)昭52. 2.28
(施)昭52. 3. 1

文化課

6728 2 博物館登録申請書（熱海美術館） 博物館の変更登録について 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5.10
(施)昭51. 5.11

文化課

6729 1
博物館相当施設申請（石廊崎ジャ
ングルパーク）

博物館相当施設の指定について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.10.29
(決)昭54.11. 8
(施)昭54.11.20

文化課

6730 1 浜松市博物館関係
昭和53年度社会教育施設整備費補助金について
（通知）

昭和５３年度 (収)昭53. 5.15 文部省

6731 1 博物館登録申請書（奇石博物館） 博物館登録申請書（奇石博物館）の資料集 昭和５３年度 文部省

6732 1
博物館申請書（ベルナール・ビュ
フェ美術館）

博物館の登録について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 5.24
(決)昭54. 6.14
(施)昭54. 6.14

文化課

6732 2
博物館申請書（ベルナール・ビュ
フェ美術館）

博物館の登録について 昭和５４年度
(起)昭54.11.19
(決)昭54.11.30
(施)昭54.11.30

文化課

6733 1
博物館登録申請書（浜松市立郷土
博物館）

博物館の変更登録について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.28
(決)昭54. 6. 8
(施)昭54. 6. 8

文化課

6734 1
被害関係綴（昭和54.５.27降雹被
害）

昭和54年５月27日の降雹による農作物の被害につ
いて（概況報告）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 9
(決)昭54. 6.18
(施)昭54. 6.18

農政課

6735 1
被害関係綴（昭和56.２.27寒波被
害、夏期冷害）　No.１

昭和56年２月27日の寒波による農作物被害につい
て（概況報告）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.11
(決)昭56. 3.12
(施)昭56. 3.13

農政課

6735 2
被害関係綴（昭和56.２.27寒波被
害、夏期冷害）　No.１

昭和56年２月27日の寒波による農作物被害状況に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 5

農政課
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6736 1
被害関係綴（昭和56.２.27寒波被
害、夏期冷害）　No.２

電話口頭記録（冷夏に伴う被害状況と対策につい
て）

昭和５５年度 (起)昭55.10.24 農政課

6736 2
被害関係綴（昭和56.２.27寒波被
害、夏期冷害）　No.２

冷夏の影響による農作被害概況報告について 昭和５５年度 (収)昭55.10. 3 東部農業事務所

6736 3
被害関係綴（昭和56.２.27寒波被
害、夏期冷害）　No.２

関東農政局災害対策本部の設置について 昭和５５年度 (収)昭55. 9.29 関東農政局

6736 4
被害関係綴（昭和56.２.27寒波被
害、夏期冷害）　No.２

復命書（異常気象対策打合せ会議） 昭和５５年度 (起)昭55. 9.11 農政課

6736 5
被害関係綴（昭和56.２.27寒波被
害、夏期冷害）　No.２

静岡県農業気象連絡会の開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.22 農林水産部長

6736 6
被害関係綴（昭和56.２.27寒波被
害、夏期冷害）　No.２

電話口頭記録（最近の低温による農作物の影響に
ついて）

昭和５５年度 (起)昭55. 8. 5 農政課

6737 1 地域別水利統合計画調査 地域別水利統合計画調査 昭和５２年度 農政課

6738 1
東海地域震災対策調査（漁港施
設）

東海地域震災対策調査（漁港施設） 昭和５２年度
（株）日本港湾
コンサルタント

6739 1 東海沿岸津波対策調査（総括編） 東海地域震災対策調査（漁港施設） 昭和５２年度
（株）日本港湾
コンサルタント

6740 1 用宗漁港海岸調査資料 静岡市用宗漁港海岸調査資料 昭和５３年度
(株)建設コンサ
ルタントセン
ター

6741 1 県有建物耐震診断結果
既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断結果に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.14
(決)昭55. 6.17

営繕課

6741 2 県有建物耐震診断結果
既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断結果に
ついて（報告）

昭和５４年度
(起)昭54. 7.19
(決)昭54. 7.26

営繕課

6742 1
１級河川豊川水系宇連川等に係る
河川法第23条についての同法第95
条の協議書

天竜川水系から取水する豊川用水についての協定
の一部改訂について

昭和５３年度 (収)昭53. 8.14
水質資源開発公
団

6743 1
１級河川豊川水系宇連川等に係る
河川法第23条についての同法第95
条の協議書添付図面　No.１

１級河川豊川水系宇連川等に係る河川法第23条に
ついての同法第95条の協議書添付図面

昭和５３年度 農地企画課

6744 1
１級河川豊川水系宇連川等に係る
河川法第23条についての同法第95
条の協議書添付図面　No.２

１級河川豊川水系宇連川等に係る河川法第23条に
ついての同法第95条の協議書添付図面

昭和５３年度 農地企画課

6745 1
東富士演習場周辺農業整備事業造
成財産譲与申請書

県有土地改良財産の譲与について（御殿場神山地
区）

昭和５２年度
(起)昭52.11.10
(決)昭52.11.17
(施)昭52.11.17

農地企画課

6746 1
東富士演習場周辺農業整備事業中
畑幹線道路工譲与申請書

県有土地改良財産の譲与について（御殿場中畑幹
線）

昭和５２年度
(起)昭52. 9.26
(決)昭52.10. 3
(施)昭52.10. 3

農地企画課

6747 1
東富士演習場周辺農業整備事業造
成財産譲与契約書（御殿場市）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

農地企画課

6748 1
東富士演習場周辺農業整備事業造
成財産譲与契約書（小山町）

県有土地改良財産の譲与について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

農地企画課
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6749 1
道路の区域決定及び供用開始（河
原大井川港線）

道路の区域の決定及び供用の開始について（河原
大井川港線）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.15
(決)昭53. 3.28
(施)昭53. 3.31

道路維持課

6750 1
道路の区域決定及び供用開始（一
色久沢線）

道路の区域の決定及び供用開始について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.28
(施)昭53. 3.31

道路維持課

6751 1
道路の区域決定及び供用開始（原
里大池線外４線）

道路の区域の決定及び供用の開始について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.23
(決)昭53. 6.10
(施)昭53. 6.17

道路維持課

6751 2
道路の区域決定及び供用開始（原
里大池線外４線）

道路の区域の決定及び供用の開始について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 5.24
(決)昭53. 5.24
(施)昭53. 6. 2

道路維持課

6751 3
道路の区域決定及び供用開始（原
里大池線外４線）

道路の区域の決定及び供用の開始について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.20
(決)昭53. 9.26
(施)昭53. 9.30

道路維持課

6751 4
道路の区域決定及び供用開始（原
里大池線外４線）

道路の区域の決定及び供用の開始について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭54. 3.26
(決)昭54. 3.31
(施)昭54. 3.31

道路維持課

6751 5
道路の区域決定及び供用開始（原
里大池線外４線）

道路の区域の決定及び供用の開始について（伺
い）

昭和５３年度 (起)昭53.10. 3 道路維持課

6752 1
道路の区域決定及び供用開始（春
野水窪線）

道路の区域の決定及び供用の開始について（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.18
(決)昭55. 3.18
(施)昭55. 3.25

道路維持課

6753 1
自転車歩行者専用道路の指定（浜
名湖周遊自転車道）

自転車歩行者専用道の指定について 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 8
(決)昭55. 4.10
(施)昭55. 4.18

道路維持課

6753 2
自転車歩行者専用道路の指定（浜
名湖周遊自転車道）

自転車歩行者専用道の指定について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 8
(決)昭55. 5.10
(施)昭55. 5.16

道路維持課

6753 3
自転車歩行者専用道路の指定（浜
名湖周遊自転車道）

自転車歩行者専用道の指定について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.27
(決)昭56. 3. 2
(施)昭56. 3. 6

道路維持課

6753 4
自転車歩行者専用道路の指定（浜
名湖周遊自転車道）

自転車歩行者専用道の指定について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.23
(決)昭55. 5.28
(施)昭55. 6. 3

道路維持課

6753 5
自転車歩行者専用道路の指定（浜
名湖周遊自転車道）

自転車歩行者専用道の指定について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.30
(施)昭56. 8. 4

道路維持課

6753 6
自転車歩行者専用道路の指定（浜
名湖周遊自転車道）

自転車歩行者専用道の指定について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.13
(決)昭56.11.12
(施)昭56.11.17

道路維持課

6753 7
自転車歩行者専用道路の指定（浜
名湖周遊自転車道）

自転車歩行者専用道の指定について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56.12.11
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 2. 5

道路維持課

6754 1
道路区域の決定及び供用開始（浜
松御前崎自転車道線）

道路の区域の決定及び道路の供用の開始について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

道路維持課

6755 1
道路区域の決定（浜名湖周遊自転
車道線）

道路の区域の決定及び道路の供用の開始について
（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

道路維持課

6756 1
都市計画事業に伴い施行した道路
の引継書（県道掛川浜岡線）

都市計画事業に伴い施行した道路の引継について
（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52.11. 4
(決)昭52.11.17
(施)昭52.11.17

道路維持課

6757 1
都市計画事業に伴い施行した道路
の引継書（県道三島裾野線）

都市計画事業に伴い施行した道路の引継について 昭和５４年度
(起)昭54. 8.18
(決)昭54. 8.24
(施)昭54. 9. 1

道路維持課

6758 1
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（一級国道150号
線）

土地区画整理事業に伴い施行した道路の引継につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51.12. 3
(決)昭51.12. 9
(施)昭51.12. 9

道路維持課

259 ページ



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

6759 1
土地区画整理事業に伴い施行した
道路の引継書（県道静岡朝比奈藤
枝線）

土地区画整理事業に伴う道路の引継について（う
かがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 3.25
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 4. 5

道路維持課

6760 1
県道編入に伴う市町村道の引継書
（県道茂畑横砂線）

県道編入に伴う市町村道の引継について（伺い） 昭和５２年度
(起)昭52. 3. 3
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 4. 1

道路維持課

6761 1
県道編入に伴う市町村道の引継
（原里大池線　No.１）

県道編入に伴う市町村道の引継ぎについて（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 8.16
(施)昭55. 8.22

道路維持課

6762 1
県道編入に伴う市町村道の引継書
（磐田市道笠井袋井線）

県道編入に伴う市町村道の引継ぎについて（伺
い）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.30
(施)昭53. 3.31

道路維持課

6763 1
県道佐倉御前崎港線、県道浜松御
前崎自転車道線引継

県道編入に伴う市町村道の引継ぎについて（伺
い）

昭和５１年度
(起)昭51. 3.30
(決)昭51. 3.31
(施)昭51. 4. 1

道路維持課

6764 1
県道編入に伴う市町村道の引継
（原里大池線　No.２）

県道原里大池線の引継に係る未登記の処理につい
て

昭和５３年度 (収)昭54. 1. 7 袋井土木事務所

6764 2
県道編入に伴う市町村道の引継
（原里大池線　No.２）

県道編入に伴う市町村道の引継ぎについて（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 2
(決)昭53.10.12
(施)昭53.10.13

道路維持課

6765 1
県道編入に伴う市町村道の引継書
（足柄停車場富士公園線）

県道編入に伴う市町村道の引継ぎについて（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.24
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.31

道路維持課

6765 2
県道編入に伴う市町村道の引継書
（足柄停車場富士公園線）

県道編入に伴う市町村道の引継ぎについて（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.21
(決)昭54. 9.12
(施)昭54. 9.12

道路維持課

6766 1
県道編入に伴う市町村道引継（静
岡市道牛妻郷島線）

県道編入に伴う市町村道の引継ぎについて（伺
い）

昭和５４年度
(起)昭54. 6.12
(決)昭54. 7. 4
(施)昭54. 7. 6

道路維持課

6767 1
狩野川改修付帯工事に伴う道路の
引継書（県道原木沼津線）

狩野川改修附帯工事に伴う道路施設の引継につい
て

昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.14
(施)昭54.12.14

道路維持課

6767 2
狩野川改修付帯工事に伴う道路の
引継書（県道原木沼津線）

狩野川改修附帯県道原木沼津線改築工事の完了に
伴う道路の受領について

昭和５４年度
(起)昭54.12. 3
(決)昭54.12. 8
(施)昭54.12. 8

道路維持課

6768 1
政令改正に伴う国道１号線の引継
書（岡部、富士～由比地区）

一般国道１号富士由比間の引継について 昭和５１年度
(起)昭51. 8. 5
(決)昭51. 8.12
(施)昭51. 8.12

道路維持課

6768 2
政令改正に伴う国道１号線の引継
書（岡部、富士～由比地区）

一般国道１号旧国道敷の引継ぎについて 昭和５２年度
(起)昭52. 6. 8
(決)昭52. 6.17
(施)昭52. 6.17

道路維持課

6769 1
県道二俣浜松線河川工作物兼用工
作物管理協定綴

堤防と道路との兼用工作物管理協定の公示につい
て（伺い）

昭和５２年度
(起)昭53. 1. 9
(決)昭53. 1.10

道路維持課

6769 2
県道二俣浜松線河川工作物兼用工
作物管理協定綴

天竜川水系天竜川堤防と県道二俣浜松線・笠井飯
田線との兼用工作物管理協定の締結について

昭和５２年度
(起)昭52.12.15
(決)昭52.12.21
(施)昭52.12.21

道路維持課

6769 3
県道二俣浜松線河川工作物兼用工
作物管理協定綴

堤防と道路との兼用工作物の管理及び費用につい
て

昭和５０年度
(起)昭50. 8.13
(決)昭50. 8.28
(施)昭50. 8.28

道路維持課

6770 1
一般国道362号本坂トンネル県道
路公社との管理協定綴

静岡県が管理する道路（一般国道362号）と静岡
県道路公社が管理する有料道路「本坂トンネル」
との管理に関する協定について

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 7
(決)昭53. 8.16
(施)昭53. 8.16

道路維持課

6771 1
一般国道136号船原トンネル県道
路公社との管理協定綴

一般国道136号線の道路の区域変更について 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 1
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9. 5

道路維持課

6771 2
一般国道136号船原トンネル県道
路公社との管理協定綴

一般国道136号の道路の区域変更について（協
議）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.30
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9. 5

道路維持課
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6771 3
一般国道136号船原トンネル県道
路公社との管理協定綴

静岡県が管理する道路と有料道路「船原トンネ
ル」との道路管理に関する協定について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.10.21
(決)昭55.10.27
(施)昭55.10.28

道路維持課

6772 1
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.22
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

道路維持課

6772 2
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地交換契約につい
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55.12.16
(決)昭56. 1.23
(施)昭56. 1.23

道路維持課

6772 3
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地交換契約につい
て（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.20
(決)昭56. 3.24
(施)昭56. 3.24

道路維持課

6772 4
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地交換契約につい
て（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.11
(決)昭57. 1.14
(施)昭57. 1.18

道路維持課

6772 5
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.23
(決)昭57. 1.25
(施)昭57. 1.26

道路維持課

6772 6
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 6
(決)昭57. 3.11
(施)昭57. 3.12

道路維持課

6772 7
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.21
(決)昭57. 4.30
(施)昭57. 4.30

道路維持課

6772 8
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11. 9
(施)昭57.11. 9

道路維持課

6772 9
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.12. 9
(決)昭57.12.13
(施)昭57.12.13

道路維持課

6772 10
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2. 4
(施)昭58. 2. 5

道路維持課

6772 11
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.15
(決)昭58. 3. 7
(施)昭58. 3. 8

道路維持課

6772 12
土地交換契約（浜松土木事務所管
内）

道路法第92条第４項に基づく土地の交換契約につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.23
(決)昭58. 3.29
(施)昭58. 3.29

道路維持課

6773 1
県道井川湖御幸線道路敷地の買収
綴（静岡市牛妻地区）

復命書（用地買収に係る会議） 昭和５３年度 (起)昭53.12.11 道路維持課

6773 2
県道井川湖御幸線道路敷地の買収
綴（静岡市牛妻地区）

県道井川湖御幸線道路敷地の買収について（伺
い）

昭和５３年度
(起)昭53.11.29
(決)昭53.12. 8
(施)昭53.12. 8

道路維持課

6774 1
安倍川国有財産譲与申請書（静岡
市牛妻）

道路法第90条の２項の規定による譲与申請につい
て（供覧）

昭和５４年度 (起)昭54. 7. 2 道路維持課

6775 1
市街地再開発組合設立認可申請書
（静岡中町地区第一市街地再開発
組合）

静岡中町地区第１市街地再開発組合の理事長の氏
名等の公告について

昭和５４年度
(起)昭54.11.17
(決)昭54.11.21

建築課

6775 2
市街地再開発組合設立認可申請書
（静岡中町地区第一市街地再開発
組合）

静岡中町地区第１市街地再開発組合定款変更認可
について

昭和５１年度
(起)昭51.12. 1
(決)昭51.12. 6

建築課

6775 3
市街地再開発組合設立認可申請書
（静岡中町地区第一市街地再開発
組合）

静岡中町地区第１市街地再開発組合設立認可につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51.10.28
(決)昭51.10.28
(施)昭51.10.28

建築課
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6775 4
市街地再開発組合設立認可申請書
（静岡中町地区第一市街地再開発
組合）

静岡中町地区第１市街地再開発事業計画の縦覧に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 9.17
(決)昭51. 9.30

建築課

6776 1
志太広域都市計画下水道変更申
請・承認（藤枝市）

志太広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11. 9

都市整備課

6776 2
志太広域都市計画下水道変更申
請・承認（藤枝市）

志太広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.22
(決)昭51.10. 5

都市整備課

6777 1
田方広域都市計画下水道事業の申
請・決定：伊豆長岡町公共下水道

田方広域都市計画下水道の決定について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 6.23

都市整備課

6777 2
田方広域都市計画下水道事業の申
請・決定：伊豆長岡町公共下水道

田方広域都市計画下水道の決定について 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 4
(決)昭51. 5.24

都市整備課

6778 1
東遠広域都市計画下水道事業認可
申請・承認：掛川市宮脇西下水路

東遠広域都市計画下水道の決定について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11.12

都市整備課

6778 2
東遠広域都市計画下水道事業認可
申請・承認：掛川市宮脇西下水路

東遠広域都市計画下水道の決定について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.25
(決)昭51.10.13
(施)昭51.10.13

都市整備課

6779 1
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市置田川下
水路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度 (収)昭52. 1.12 掛川市長

6779 2
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市置田川下
水路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11.12

都市整備課

6779 3
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市置田川下
水路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.25
(決)昭51.10.13
(施)昭51.10.13

都市整備課

6780 1
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市新知川下
水路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度 (収)昭52. 1.12 掛川市長

6780 2
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市新知川下
水路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11.11

都市整備課

6780 3
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市新知川下
水路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.25
(決)昭51.10.13
(施)昭51.10.13

都市整備課

6781 1
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市下俣下水
路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度 (収)昭52. 1.12 掛川市長

6781 2
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市下俣下水
路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度
(起)昭51.11.27
(決)昭51.12. 3

都市整備課

6781 3
東遠広域都市計画下水道事業変更
承認申請・承認：掛川市下俣下水
路

東遠広域都市計画下水道の変更について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.25
(決)昭51.10.13
(施)昭51.10.13

都市整備課

6782 1
中遠広域都市計画下水道事業認可
申請・承認：袋井市上山梨下水路

中遠広域都市計画下水道の決定について 昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11.11

都市整備課

6782 2
中遠広域都市計画下水道事業認可
申請・承認：袋井市上山梨下水路

中遠広域都市計画下水道の決定について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.28
(決)昭51.10. 5

都市整備課
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6783 1
伊東国際観光温泉文化都市建設計
画下水道の変更・承認：伊東処理
区

伊東国際観光温泉文化都市建設計画下水道の変更
について　伊東市決定・伊東市公共下水道（伊東
処理区）

昭和５１年度
(起)昭51.11. 5
(決)昭51.11.11
(施)昭51.11.11

都市整備課

6784 1
伊東国際観光温泉文化都市建設計
画下水道の変更事前協議（伊東処
理区）

伊東国際観光温泉文化都市建設計画下水道の変更
について　伊東市決定・伊東市公共下水道（伊東
処理区）

昭和５１年度
(起)昭51.10. 5
(決)昭51.10.16
(施)昭51.10.16

都市整備課

6785 1
静清中央卸売市場（水産物部）業
務許可

静清中央卸売市場水産物部において卸売の業務を
行う者の許可について

昭和５１年度 (収)昭51. 5.18
農林省食品流通
局長

6785 2
静清中央卸売市場（水産物部）業
務許可

中央卸売市場卸売業務許可申請書の一部変更につ
いて（進達）

昭和５１年度
(起)昭51. 5.11
(決)昭51. 5.11
(施)昭51. 5.11

水産課

6785 3
静清中央卸売市場（水産物部）業
務許可

中央卸売市場卸売業務許可申請について（進達） 昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5. 6
(施)昭51. 5. 7

水産課

6786 1
浜松市中央卸売市場業務許可申請
書

浜松市中央卸売市場における卸売業務許可申請書
の進達について

昭和５３年度 (収)昭54. 3.20 浜松市長

6787 1
大規模地震対策調査（中遠農林事
務所管内）　No.１

大規模地震対策保全対象施設現況調査　袋井市 昭和５５年度

6788 1
大規模地震対策調査（中遠農林事
務所管内）　No.２

大規模地震対策保全対象施設現況調査　大須賀
町、浜岡町、小笠町、菊川町

昭和５５年度

6789 1
大規模地震対策調査（中遠農林事
務所管内）　No.３

大規模地震対策保全対象施設現況調査　大東町、
森町、浅羽町、豊岡村

昭和５５年度

6790 1
大規模地震対策調査（浜松土地改
良事務所管内）

大規模地震対策調査対象施設一覧表 昭和５５年度
浜松土地改良事
務所

6790 2
大規模地震対策調査（浜松土地改
良事務所管内）

保全対象施設現況調査表 昭和５５年度

6791 1
大規模地震対策調査（北遠農林事
務所管内天竜市）

大規模地震対策保全対象施設現況調査 昭和５５年度
磐田土地改良事
務所

6792 1
大規模地震対策調査（志太榛原農
林事務所管内）

保全対象施設現況調査表（島田市） 昭和５５年度

6792 2
大規模地震対策調査（志太榛原農
林事務所管内）

保全対象施設現況調査表（藤枝市） 昭和５５年度

6792 3
大規模地震対策調査（志太榛原農
林事務所管内）

保全対象施設現況調査表（相良町） 昭和５５年度

6792 4
大規模地震対策調査（志太榛原農
林事務所管内）

保全対象施設現況調査表（榛原町） 昭和５５年度

6792 5
大規模地震対策調査（志太榛原農
林事務所管内）

保全対象施設現況調査表（金谷町） 昭和５５年度

6793 1
大規模地震対策調査（中遠農林事
務所管内掛川市　No.１）

ため池台帳一覧表（掛川市） 昭和５５年度

6793 2
大規模地震対策調査（中遠農林事
務所管内掛川市　No.１）

保全対象施設現況調査表 昭和５５年度

6794 1
大規模地震対策調査（中遠農林事
務所管内掛川市　No.２）

保全対象施設現況調査表 昭和５５年度
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6795 1
狩野川水系柿田川沼津市水道水利
使用許可（新規）申請書（水利権
建設省協議）

一級河川狩野川水系柿田川における水利使用に関
する河川法第23条及び第26条の許可（沼津市水
道）について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.27
(施)昭56. 3.27

河川課

6795 2
狩野川水系柿田川沼津市水道水利
使用許可（新規）申請書（水利権
建設省協議）

一級河川狩野川水系柿田川における水利使用に関
する河川法第23条及び第26条の許可（沼津市水
道）について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.26
(決)昭56. 2.23
(施)昭56. 2.23

河川課

6796 1
袋井市堀越土地区画整理事業　設
立認可申請書

袋井市堀越土地区画整理組合の理事の氏名等の公
告について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.27
(施)昭61. 1.27

計画課

6796 2
袋井市堀越土地区画整理事業　設
立認可申請書

袋井市堀越土地区画整理組合及び中遠広域都市計
画事業袋井市広岡第二土地区画整理区愛の役員の
氏名等の公告について

昭和５５年度
(起)昭55.12.17
(決)昭55.12.20
(施)昭55.12.20

計画課

6796 3
袋井市堀越土地区画整理事業　設
立認可申請書

中遠広域都市計画事業袋井市堀越土地区画整理組
合の設立認可について

昭和５５年度
(起)昭55.10.30
(決)昭55.11. 1
(施)昭55.11. 1

計画課

6796 4
袋井市堀越土地区画整理事業　設
立認可申請書

中遠広域都市計画事業袋井市堀越土地区画整理組
合の事業計画の縦覧について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.22
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.29

計画課

6797 1
浜松市早出西土地区画整理事業　
設立認可申請書

浜松市早出西土地区画整理組合の役員の氏名及び
住所の公告について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.12
(決)昭55. 2.14
(施)昭55. 2.14

計画課

6797 2
浜松市早出西土地区画整理事業　
設立認可申請書

浜松市早出西土地区画整理組合の設立認可につい
て（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54.11.27
(決)昭54.11.27
(施)昭54.11.27

計画課

6797 3
浜松市早出西土地区画整理事業　
設立認可申請書

浜松市早出西土地区画整理組合の事業計画縦覧の
完了について

昭和５４年度 (収)昭55. 1. 5 浜松市長

6798 1
富士宮市外神東土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書綴

富士宮市外神東土地区画整理組合の理事の氏名等
の公告について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.12.28
(決)昭58.12.28
(施)昭59. 1. 5

計画課

6798 2
富士宮市外神東土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書綴

富士宮市外神東土地区画整理組合の理事の氏名等
の公告について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 8
(決)昭58. 7.21
(施)昭58. 7.21

計画課

6798 3
富士宮市外神東土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書綴

富士宮市外神東土地区画整理組合の役員の変更公
告について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.10
(決)昭55. 9.10
(施)昭55. 9.10

計画課

6798 4
富士宮市外神東土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書綴

岳南広域都市計画事業富士宮市外神東土地区画整
理組合の役員の氏名等の公告について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 8
(決)昭55. 4.14
(施)昭55. 4.14

計画課

6798 5
富士宮市外神東土地区画整理事業
事業計画変更認可申請書綴

岳南広域都市計画事業富士宮市外神東土地区画整
理組合の事業計画変更の認可（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.16
(決)昭54. 8.24
(施)昭54. 8.24

計画課

6799 1
静清広域都市計画事業渋川土地区
画整理事業変更認可（清水市）

静清広域都市計画事業渋川土地区画整理事業の設
計の概要の変更認可（伺い）

昭和５４年度 (起)昭55. 3. 6 計画課

6800 1
西遠広域都市計画事業高丘葵土地
区画整理事業計画

西遠広域都市計画事業高丘葵土地区画整理事業の
事業計画について

昭和５２年度 (起)昭52.10. 5 計画課

6801 1
沼津市原町中地区組合区画整理事
業基本計画

土地区画整理組合事業の基本計画書の進達につい
て

昭和５５年度 (収)昭56. 2.25 沼津市長

6802 1
志太広域都市計画事業藤枝土地区
画整理事業計画書（日本住宅公
団）

志太広域都市計画事業　藤枝土地区画整理審議会
の委員の選挙に関する公告について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 9
(決)昭53. 6.12
(施)昭53. 6.12

計画課

6802 2
志太広域都市計画事業藤枝土地区
画整理事業計画書（日本住宅公
団）

志太広域都市計画事業藤枝土地区画整理事業の施
行地区及び設計の概要を表示する図書の受理につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 8
(決)昭53. 6. 9
(施)昭53. 6.15

計画課
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6803 1
志太広域都市計画事業藤枝土地区
画整理事業変更事業計画書（第２
回）（日本住宅公団）

志太広域都市計画事業藤枝土地区画整理事業の施
行地区及び設計の概要を表示する図書の送付につ
いて

昭和５６年度 (収)昭56. 5.18 建設省

6803 2
志太広域都市計画事業藤枝土地区
画整理事業変更事業計画書（第２
回）（日本住宅公団）

日本住宅公団施行による藤枝土地区画整理事業の
施行規則及び事業計画変更の縦覧結果に係る建設
大臣あて報告及び日本住宅公団あて通知について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.17
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.20

計画課

6803 3
志太広域都市計画事業藤枝土地区
画整理事業変更事業計画書（第２
回）（日本住宅公団）

志太広域都市計画事業　藤枝土地区画整理事業の
事業計画の変更について（回答）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 5
(決)昭56. 1.16
(施)昭56. 1.16

計画課

6804 1
県有既存建物（鉄筋コンクリー
ト）の耐震診断

昭和52年度耐震診断について（供覧） 昭和５３年度 (起)昭53. 9.28 営繕課

6804 2
県有既存建物（鉄筋コンクリー
ト）の耐震診断

昭和52年度耐震診断結果集計表 昭和５３年度 営繕課

6805 1 大規模木造建物実態調査 大規模木造建物実態調査表（小・中学校） 昭和５２年度 営繕課

6806 1
保健所・衛生研究所試験検査体制
整備関係綴

保健所における備品及び試験検査用機器の整備に
関する事務取扱要領について（伺い）

昭和５４年度
(起)昭54. 3.24
(決)昭54. 4. 3
(施)昭54. 4. 3

医務課

6807 1
昭和54年度治山台帳（復旧治山）　
No.１

治山台帳（復旧治山）　金谷 昭和５４年度 治山課

6807 2
昭和54年度治山台帳（復旧治山）　
No.１

治山台帳（復旧治山）　天竜 昭和５４年度 治山課

6808 1
昭和54年度治山台帳（復旧治山）　
No.２

治山台帳（復旧治山）　下田 昭和５４年度 治山課

6808 2
昭和54年度治山台帳（復旧治山）　
No.２

治山台帳（復旧治山）　沼津 昭和５４年度 治山課

6808 3
昭和54年度治山台帳（復旧治山）　
No.２

治山台帳（復旧治山）　静岡 昭和５４年度 治山課

6809 1
昭和55年度治山台帳（復旧治山）　
No.１

治山台帳（復旧治山）　金谷 昭和５５年度 治山課

6809 2
昭和55年度治山台帳（復旧治山）　
No.１

治山台帳（復旧治山）　天竜 昭和５５年度 治山課

6810 1
昭和55年度治山台帳（復旧治山）　
No.２

治山台帳（復旧治山） 昭和５５年度 治山課

6811 1 治山台帳（予防治山） 昭和55年度治山台帳（予防治山） 昭和５５年度 治山課

6811 2 治山台帳（予防治山） 昭和54年度治山台帳（予防治山） 昭和５４年度 治山課

6812 1 融資協議会 昭和51年度静岡県融資協議会の開催について 昭和５１年度 (起)昭51.10.  会計課

6812 2 融資協議会 融資協議会知事挨拶（案） 昭和５０年度
(起)昭50.10.19
(決)昭50.10.19
(施)昭50.10.19

会計課
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6812 3 融資協議会 地方行財政調査の回答について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.13 会計課

6813 1 融資協議会幹事会 縁故債の発行条件について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 3 会計課

6813 2 融資協議会幹事会 融資協議会幹事会の協議内容について 昭和５５年度 (起)昭55.11.18 会計課

6813 3 融資協議会幹事会 融資協議会幹事会の協議内容について 昭和５５年度 (起)昭55.12. 1 会計課

6813 4 融資協議会幹事会 静岡県融資協議会の幹事会について 昭和５５年度 (起)昭55.10.22 会計課

6813 5 融資協議会幹事会 静岡県融資協議会の幹事会開催について 昭和５５年度 (起)昭55.10. 7 会計課

6814 1 都田川農地防災ダム関係
都田川農地防災対策ダム建設事業に係る国有林野
の返還について（回答）

昭和４６年度
(起)昭46. 8.13
(決)昭46. 8.14
(施)昭46. 8.14

畜産課

6815 1
水利使用許可36条協議（沼津市水
道）

狩野川水系柿田川における水利使用に関する河川
法第23条及び第26条の許可（沼津市水道）につい
て（うかがい）

昭和５１年度
(起)昭51.10.19
(決)昭51.10.19
(施)昭51.10.19

河川課

6816 1
砂防指定地内行為（富士桜自然墓
地公園）

砂防指定地内行為の許可について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.22

砂防課

6816 2
砂防指定地内行為（富士桜自然墓
地公園）

砂防指定地内行為の協議について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.24
(決)昭55. 1.28
(施)昭55. 1.28

砂防課

6816 3
砂防指定地内行為（富士桜自然墓
地公園）

砂防指定地内行為許可申請について（伺い） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.17
(決)昭55. 6.18
(施)昭55. 6.18

砂防課

6816 4
砂防指定地内行為（富士桜自然墓
地公園）

砂防指定地内行為の変更協議について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.16
(施)昭54. 4.16

砂防課

6816 5
砂防指定地内行為（富士桜自然墓
地公園）

砂防指定地内行為の変更協議について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.26
(決)昭54. 2. 5
(施)昭54. 2. 5

砂防課

6817 1
静清土地区画整理事業に係る審査
請求完結綴

書類の提出について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.17
(決)昭54. 4.17
(施)昭54. 4.17

計画課

6817 2
静清土地区画整理事業に係る審査
請求完結綴

弁明書の提出について 昭和５４年度
(起)昭54. 5. 9
(決)昭54. 5. 9
(施)昭54. 5.10

計画課

6817 3
静清土地区画整理事業に係る審査
請求完結綴

弁明書の提出について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.13
(決)昭54. 4.17
(施)昭54. 4.17

計画課

6817 4
静清土地区画整理事業に係る審査
請求完結綴

裁決書の謄本の送付について 昭和５５年度 (収)昭55. 6. 4 建設省

6818 1 51人事関係綴 事務局職員等の人事 昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.19

企画総務課

6818 2 51人事関係綴 社会教育指導員の人事 昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.19

企画総務課

6818 3 51人事関係綴 事務局職員等の人事 昭和５１年度 (起)昭51. 4.  企画総務課
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6818 4 51人事関係綴 事務局職員等の人事 昭和５１年度 (起)昭51. 4.  企画総務課

6818 5 51人事関係綴 職員の教育に関する他の事務従事の許可について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.  企画総務課

6818 6 51人事関係綴 県教育長の海外出張について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.  企画総務課

6818 7 51人事関係綴 出納員等の任免に伴う併任の内申について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 1
(決)昭51. 4. 1

企画総務課

6818 8 51人事関係綴
訴訟事件の指定代理人にかかる事務吏員併任者の
任免について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.10
(決)昭51. 5.18

企画総務課

6818 9 51人事関係綴
説明のため議会に出席することを委任又は嘱託を
受けている者の異動について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.10
(決)昭51. 5.17

企画総務課

6818 10 51人事関係綴 事務局職員等の人事について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.24 企画総務課

6818 11 51人事関係綴 事務局職員等の人事について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.26 企画総務課

6818 12 51人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 4
(決)昭51. 6. 4

企画総務課

6818 13 51人事関係綴 事務局職員等の人事について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.25 企画総務課

6818 14 51人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５１年度
(起)昭51. 7.30
(決)昭51. 7.30

企画総務課

6818 15 51人事関係綴 事務局職員等の人事について 昭和５１年度 (起)昭51. 6.29 企画総務課

6818 16 51人事関係綴 事務局職員等の人事について 昭和５１年度 (起)昭51. 7. 1 企画総務課

6818 17 51人事関係綴 事務局職員等の人事について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.24 企画総務課

6818 18 51人事関係綴 職員の特別休暇について 昭和５１年度 (起)昭51. 8. 9 企画総務課

6818 19 51人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５１年度 (起)昭51. 8. 4 企画総務課

6818 20 51人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５１年度 (起)昭51. 8.27 企画総務課

6818 21 51人事関係綴 事務局職員の海外出張について 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 2
(決)昭51. 9. 2

企画総務課

6818 22 51人事関係綴 選考請求書の提出について 昭和５１年度
(決)昭51. 9.24
(施)昭51. 9.24

企画総務課

6818 23 51人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.22 企画総務課

6818 24 51人事関係綴 事務局職員の海外出張命令について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.29
(決)昭51. 9.29

企画総務課
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6818 25 51人事関係綴 職員の昇任にかかる選考請求について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 1
(決)昭51.10. 2

企画総務課

6818 26 51人事関係綴 職員の５等職昇任にかかる選考請求について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.30 企画総務課

6818 27 51人事関係綴 職員の海外出張命令について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 1
(決)昭51.10. 4

企画総務課

6818 28 51人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度 (起)昭51.10. 4 企画総務課

6818 29 51人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度 (起)昭51.10. 4 企画総務課

6818 30 51人事関係綴 社会教育指導員の人事について 昭和５１年度 (起)昭51.10. 6 企画総務課

6818 31 51人事関係綴 事務局職員の着任について 昭和５１年度 (起)昭51.10. 7 企画総務課

6818 32 51人事関係綴 職員の海外出張命令について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 6
(決)昭51.10. 9

企画総務課

6818 33 51人事関係綴 事務局職員の特別休暇について 昭和５１年度
(起)昭51.10.14
(決)昭51.10.14

企画総務課

6818 34 51人事関係綴 事務局職員の着任について 昭和５１年度 (起)昭51.10.14 企画総務課

6818 35 51人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度 (起)昭51.10.18 企画総務課

6818 36 51人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５１年度
(起)昭51.10.13
(決)昭51.10.15

企画総務課

6818 37 51人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度 (起)昭51.10.29 企画総務課

6818 38 51人事関係綴 事務局職員の特別休暇について 昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.11.26

企画総務課

6818 39 51人事関係綴 市町村教育委員会教育長職務代行者について 昭和５１年度
(起)昭51.11.26
(決)昭51.11.29

企画総務課

6818 40 51人事関係綴 職員の特別休暇について 昭和５１年度
(起)昭51.11.18
(決)昭51.11.20

企画総務課

6818 41 51人事関係綴 中部教育事務所訪問指導講師の人事について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 6
(決)昭51.12. 7

企画総務課

6818 42 51人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 7
(決)昭51.12.10

企画総務課

6818 43 51人事関係綴 事務局職員の特別休暇更新について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 8
(決)昭51.12. 8

企画総務課

6818 44 51人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度 (起)昭51.12.25 企画総務課

6818 45 51人事関係綴 事務局職員の特別休暇について 昭和５１年度
(起)昭52. 1. 8
(決)昭52. 1.11

企画総務課
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6818 46 51人事関係綴 職員の特別休暇について 昭和５１年度 (起)昭52. 1.14 企画総務課

6818 47 51人事関係綴 職員の特別休暇について（指示） 昭和５１年度
(起)昭52. 1.17
(決)昭52. 1.17

企画総務課

6818 48 51人事関係綴 職員の特別休暇について 昭和５１年度 (起)昭52. 1.17 企画総務課

6818 49 51人事関係綴 事務局職員の特別休暇について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 8
(決)昭52. 2. 8
(施)昭52. 2. 8

企画総務課

6818 50 51人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（指示） 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 6
(決)昭52. 2. 6
(施)昭52. 2. 6

企画総務課

6818 51 51人事関係綴 職員の特別休暇について（指示） 昭和５１年度
(起)昭52. 3.22
(決)昭52. 3.31

企画総務課

6818 52 51人事関係綴 静岡県教育長の給料額の協議について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.22
(決)昭52. 3.22

企画総務課

6818 53 51人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.13 企画総務課

6819 1 52人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.30
(決)昭52. 3.31

企画総務課

6819 2 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.  
(決)昭52. 4.18

企画総務課

6819 3 52人事関係綴 出納員等の任免にともなう併任の内申について 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 1
(決)昭52. 4.27

企画総務課

6819 4 52人事関係綴
訴訟事件の指定代理人にかかる事務吏員併任者の
任免について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 1
(決)昭52. 4.27

企画総務課

6819 5 52人事関係綴 静岡県青年の船記念事業の参加について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.28
(決)昭52. 5. 6

企画総務課

6819 6 52人事関係綴
説明のため議会に出席することを委任または嘱託
を受けている者の異動について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.30
(決)昭52. 5. 7

企画総務課

6819 7 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について 昭和５２年度
(起)昭52. 5. 2
(決)昭52. 5. 2

企画総務課

6819 8 52人事関係綴 事務局職員等の人事について 昭和５２年度 (起)昭52. 5. 4 企画総務課

6819 9 52人事関係綴 県教育次長の海外出張について 昭和５２年度 (起)昭52. 5. 7 企画総務課

6819 10 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について 昭和５２年度
(起)昭52. 5. 4
(決)昭52. 5. 4
(施)昭52. 5. 4

企画総務課

6819 11 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.20
(決)昭52. 5.20
(施)昭52. 5.20

企画総務課

6819 12 52人事関係綴
職員の教育に関する他の事務従事の許可について
（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.21
(決)昭52. 5.24
(施)昭52. 5.24

企画総務課

6819 13 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５２年度
(起)昭52. 5.30
(決)昭52. 5.31
(施)昭52. 5.31

企画総務課

269 ページ



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

6819 14 52人事関係綴
昭和52年度心身障害児訪問指導講師の決定につい
て

昭和５２年度 (起)昭52. 5.25 企画総務課

6819 15 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 6.11
(決)昭52. 6.13
(施)昭52. 6.13

企画総務課

6819 16 52人事関係綴
職員の教育に関する他の事務従事の許可について
（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.13
(決)昭52. 6.15

企画総務課

6819 17 52人事関係綴
職員の教育に関する他の事務従事の許可について
（うかがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 6.16
(決)昭52. 6.17

企画総務課

6819 18 52人事関係綴
昭和53年度高等学校卒業程度の職員の採用計画に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.23
(決)昭52. 6.24

企画総務課

6819 19 52人事関係綴
昭和52年度心身障害児訪問指導講師の決定につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 4
(決)昭52. 7. 8
(施)昭52. 7. 8

企画総務課

6819 20 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５２年度
(起)昭52. 7. 7
(決)昭52. 7. 8
(施)昭52. 7.11

企画総務課

6819 21 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 5
(決)昭52. 8. 8
(施)昭52. 8.15

企画総務課

6819 22 52人事関係綴
昭和52年度心身障害児訪問指導講師の決定につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 3
(決)昭52. 8.18
(施)昭52. 8.22

企画総務課

6819 23 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 8. 6
(決)昭52. 8.31
(施)昭52. 8.31

企画総務課

6819 24 52人事関係綴 事務局職員の人事について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 8.19
(決)昭52. 8.29

企画総務課

6819 25 52人事関係綴
昭和52年度教育指導員の沖縄県派遣について（う
かがい）

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 6
(決)昭52. 9. 8
(施)昭52. 9.10

企画総務課

6819 26 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 9. 7
(決)昭52. 9.12
(施)昭52. 9.16

企画総務課

6819 27 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.10
(決)昭52. 9.12
(施)昭52. 9.16

企画総務課

6819 28 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 9.22
(決)昭52. 9.22
(施)昭52. 9.22

企画総務課

6819 29 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 9.22
(決)昭52. 9.26
(施)昭52. 9.27

企画総務課

6819 30 52人事関係綴 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52. 9.28
(決)昭52. 9.30
(施)昭52.10. 1

企画総務課

6819 31 52人事関係綴 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52.10. 1
(決)昭52.10. 8
(施)昭52.10.11

企画総務課

6819 32 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭52.10.24 企画総務課

6819 33 52人事関係綴
昭和52年度公立学校事務局員研修会への事務局事
務局員の派遣推せんについて

昭和５２年度 (起)昭52.10.14 企画総務課

6819 34 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52.11.11
(決)昭52.11.11
(施)昭52.11.11

企画総務課
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6819 35 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52.11.10
(決)昭52.11.11
(施)昭52.11.12

企画総務課

6819 36 52人事関係綴 出納員の任命について 昭和５２年度
(起)昭52.11.15
(決)昭52.11.17
(施)昭52.11.17

企画総務課

6819 37 52人事関係綴 人物に関する証明書の発行について 昭和５２年度 (起)昭52.11.24 企画総務課

6819 38 52人事関係綴 出納員の解職について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭52.12. 6
(決)昭52.12. 9

企画総務課

6819 39 52人事関係綴
昭和52年度末事務局職員人事異動資料（勤務希望
調書）の提出について

昭和５２年度
(起)昭52.11.28
(決)昭52.11.30

企画総務課

6819 40 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭52.12.14 企画総務課

6819 41 52人事関係綴
昭和52年度末事務局職員の人事異動に関する事情
聴取について

昭和５２年度
(起)昭52.12.14
(決)昭52.12.15
(施)昭52.12.15

企画総務課

6819 42 52人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５２年度 (起)昭52.12.23 企画総務課

6819 43 52人事関係綴 職務の等級等の決定承認申請について 昭和５２年度 (起)昭52.12.10 企画総務課

6819 44 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 5
(決)昭53. 1. 6
(施)昭53. 1. 7

企画総務課

6819 45 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 6
(決)昭53. 1. 7
(施)昭53. 1. 7

企画総務課

6819 46 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 1. 4
(決)昭53. 1. 4
(施)昭53. 1. 4

企画総務課

6819 47 52人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.13
(決)昭53. 1.14
(施)昭53. 1.14

企画総務課

6819 48 52人事関係綴 高齢職員対策について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.22
(決)昭53. 2.22
(施)昭53. 2.22

企画総務課

6819 49 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 2.21
(決)昭53. 2.22
(施)昭53. 2.22

企画総務課

6819 50 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 1.25
(決)昭53. 1.26
(施)昭53. 1.26

企画総務課

6819 51 52人事関係綴 事務局職員の人事について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 2.20
(決)昭53. 2.23
(施)昭53. 2.25

企画総務課

6819 52 52人事関係綴 職務復帰願について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.27
(決)昭53. 2.28
(施)昭53. 2.28

企画総務課

6819 53 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度 (起)昭53. 3.11 企画総務課

6819 54 52人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５２年度
(起)昭53. 3.30
(決)昭53. 3.30
(施)昭53. 3.30

企画総務課

6820 1 53人事関係綴
教育職員から教育委員会事務局等に任用された職
員の給料および組織・職員数について（回答）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.27
(決)昭53. 9.28
(施)昭53. 9.28

教職員課
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6820 2 53人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭54. 2.27
(決)昭54. 3. 3
(施)昭54. 3. 3

企画総務課

6820 3 53人事関係綴 出納員の任命について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12.26
(決)昭53.12.26
(施)昭53.12.26

企画総務課

6820 4 53人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12.26
(決)昭53.12.26
(施)昭53.12.26

企画総務課

6820 5 53人事関係綴 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12.25
(決)昭53.12.27
(施)昭54. 1. 4

企画総務課

6820 6 53人事関係綴 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12.20
(決)昭53.12.23
(施)昭53.12.25

企画総務課

6820 7 53人事関係綴 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12.20
(決)昭53.12.21
(施)昭53.12.21

企画総務課

6820 8 53人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12.13
(決)昭53.12.18
(施)昭53.12.21

企画総務課

6820 9 53人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.12. 7
(決)昭53.12.15
(施)昭53.12.21

企画総務課

6820 10 53人事関係綴
「第11回静岡県青年の船」学長、講師派遣依頼に
ついて（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.10.16
(決)昭53.10.17
(施)昭53.10.17

企画総務課

6820 11 53人事関係綴 教員養成実地指導非常勤講師の委嘱について 昭和５３年度
(起)昭53.12.18
(決)昭53.12.19
(施)昭53.12.19

企画総務課

6820 12 53人事関係綴 療養経過報告について（供覧） 昭和５３年度 (起)昭53.12.13 企画総務課

6820 13 53人事関係綴 職員の採用計画に関する調査について（報告） 昭和５３年度
(起)昭53.12. 9
(決)昭53.12. 9
(施)昭53.12. 9

企画総務課

6820 14 53人事関係綴
昭和53年度末事務局職員人事異動資料（勤務希望
調書）の提出について

昭和５３年度
(起)昭53.12. 7
(決)昭53.12. 8
(施)昭53.12. 8

企画総務課

6820 15 53人事関係綴 職務復帰願について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.11.25
(決)昭53.11.25
(施)昭53.11.26

企画総務課

6820 16 53人事関係綴 出納員の解職について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.11.25
(決)昭53.11.26
(施)昭53.11.26

企画総務課

6820 17 53人事関係綴
職員の教育に関する他の事務従事の許可について
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53.11.25
(決)昭53.11.29
(施)昭53.12. 1

企画総務課

6820 18 53人事関係綴 事務局職員の人事について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.11.16
(決)昭53.11.17
(施)昭53.11.17

企画総務課

6820 19 53人事関係綴 職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.11. 2
(決)昭53.11. 2
(施)昭53.11. 2

企画総務課

6820 20 53人事関係綴
教育サービスセンター職員の人事について（うか
がい）

昭和５３年度
(起)昭53.11. 2
(決)昭53.11. 2
(施)昭53.11. 2

企画総務課

6820 21 53人事関係綴 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.10.27
(決)昭53.10.27
(施)昭53.10.28

企画総務課

6820 22 53人事関係綴 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.10.18
(決)昭53.10.18
(施)昭53.10.19

企画総務課
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6820 23 53人事関係綴 出納員の任命について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.10. 9
(決)昭53.10. 9
(施)昭53.10. 9

企画総務課

6820 24 53人事関係綴 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.10. 1
(決)昭53.10. 1
(施)昭53.10. 1

企画総務課

6820 25 53人事関係綴 職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53.10. 3
(決)昭53.10. 3
(施)昭53.10. 3

企画総務課

6820 26 53人事関係綴
昭和53年度公立学校（高等学校、特殊教育諸学
校）事務局員研修会の開催について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53.10. 2
(決)昭53.10. 4
(施)昭53.10. 4

企画総務課

6820 27 53人事関係綴
教育サービスセンター副センター長の人事につい
て（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.26
(施)昭53. 9.27

企画総務課

6820 28 53人事関係綴 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.22
(決)昭53. 9.26
(施)昭53. 9.27

企画総務課

6820 29 53人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.18
(決)昭53. 9.18
(施)昭53. 9.18

企画総務課

6820 30 53人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 9.20
(決)昭53. 9.20
(施)昭53. 9.21

企画総務課

6820 31 53人事関係綴 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.24
(決)昭53. 8.29
(施)昭53. 8.30

企画総務課

6820 32 53人事関係綴 事務局職員の人事異動について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.24
(決)昭53. 8.29
(施)昭53. 8.30

企画総務課

6820 33 53人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.19
(決)昭53. 8.24
(施)昭53. 8.29

企画総務課

6820 34 53人事関係綴 職務の等級等の決定承認申請について 昭和５３年度
(起)昭53. 8.21
(決)昭53. 8.24
(施)昭53. 8.24

企画総務課

6820 35 53人事関係綴 行政機関等要覧の作成について（報告） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.21
(決)昭53. 8.23
(施)昭53. 8.23

企画総務課

6820 36 53人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 8.10
(決)昭53. 8.15

企画総務課

6820 37 53人事関係綴
勧奨退職問題に係る県職員組合との交渉経過につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 7
(決)昭53. 8. 9

企画総務課

6820 38 53人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 8. 9
(決)昭53. 8. 9
(施)昭53. 8. 9

企画総務課

6820 39 53人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 7.26
(決)昭53. 7.27
(施)昭53. 7.27

企画総務課

6820 40 53人事関係綴
昭和53年度（第14回）沖縄研究教員（指導主事）
の配属について

昭和５３年度
(起)昭53. 7.27
(決)昭53. 7.31
(施)昭53. 8. 7

企画総務課

6820 41 53人事関係綴
職員の教育に関する他の事務従事の許可について
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.28
(決)昭53. 7.29
(施)昭53. 7.29

企画総務課

6820 42 53人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 7.10
(決)昭53. 7.10
(施)昭53. 7.10

企画総務課

6820 43 53人事関係綴 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 7. 5
(決)昭53. 7. 6
(施)昭53. 7. 6

企画総務課
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6820 44 53人事関係綴 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 6.20
(決)昭53. 6.26
(施)昭53. 6.26

企画総務課

6820 45 53人事関係綴
昭和54年度職員（高等学校卒業程度）採用計画に
ついて（回答）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.19
(決)昭53. 6.20
(施)昭53. 6.20

企画総務課

6820 46 53人事関係綴 職員の採用計画について（回答） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.20
(決)昭53. 4.20
(施)昭53. 4.20

企画総務課

6820 47 53人事関係綴
職員の教育に関する他の事務従事の許可について
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 2
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 5

企画総務課

6820 48 53人事関係綴 職務復帰願について 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 5
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 5

企画総務課

6820 49 53人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.30
(決)昭53. 5.30
(施)昭53. 5.30

企画総務課

6820 50 53人事関係綴 事務局職員の出張命令について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 5.25
(決)昭53. 5.29
(施)昭53. 6. 1

企画総務課

6820 51 53人事関係綴
昭和53年度静岡県心身障害児訪問指導講師の決定
について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.28
(決)昭53. 5. 8
(施)昭53. 5.17

企画総務課

6820 52 53人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.12
(決)昭53. 5.13
(施)昭53. 5.15

企画総務課

6820 53 53人事関係綴 選考請求書の提出について 昭和５３年度
(起)昭53. 5.12
(決)昭53. 5.12
(施)昭53. 5.12

企画総務課

6820 54 53人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4.10
(施)昭53. 4.10

企画総務課

6820 55 53人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4.30
(施)昭53. 4.30

企画総務課

6820 56 53人事関係綴 事務局職員の出張命令について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.27
(決)昭53. 5. 2
(施)昭53. 5.10

企画総務課

6820 57 53人事関係綴 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.15
(決)昭53. 4.15
(施)昭53. 4.15

企画総務課

6820 58 53人事関係綴 事務局職員の人事について（うかがい） 昭和５３年度
(起)昭53. 4.10
(決)昭53. 4.10
(施)昭53. 4.10

企画総務課

6820 59 53人事関係綴
出納員等の任免にともなう併任の内申について
（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4. 1

企画総務課

6820 60 53人事関係綴
訴訟事件の指定代理人にかかる事務吏員併任者の
任免について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4. 1
(施)昭53. 5. 2

企画総務課

6821 1 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 8.14
(決)昭54. 8.20
(施)昭54. 8.24

企画調整課

6821 2 54人事関係綴　No.１
「労働基準監督権に基づく事業所調査」及び「業
務内容及び勤務条件に関する調査」について

昭和５４年度 (起)昭54. 8.18 企画調整課

6821 3 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 8.14
(決)昭54. 8.17
(施)昭54. 8.17

企画調整課

6821 4 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.23
(決)昭54. 7.23
(施)昭54. 8.17

企画調整課
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6821 5 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の特別休暇について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 2
(決)昭54. 8. 6
(施)昭54. 8. 6

企画調整課

6821 6 54人事関係綴　No.１ 職歴証明書の交付について 昭和５４年度
(起)昭54. 8. 4
(決)昭54. 8. 6
(施)昭54. 8. 6

企画調整課

6821 7 54人事関係綴　No.１
昭和54年度（第15回）沖縄研究教員（指導主事）
の配属について

昭和５４年度
(起)昭54. 7.18
(決)昭54. 7.21
(施)昭54. 7.23

企画調整課

6821 8 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.18
(決)昭54. 7.21
(施)昭54. 7.23

企画調整課

6821 9 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.30
(決)昭54. 6.30
(施)昭54. 6.30

企画調整課

6821 10 54人事関係綴　No.１ 教育事務所の組織等について（照会） 昭和５４年度 (収)昭54. 6.25
福岡県教育庁管
理部秘書課長

6821 11 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 9
(決)昭54. 6.11

企画調整課

6821 12 54人事関係綴　No.１ 職員の海外出張について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 6. 7
(決)昭54. 6. 8

企画調整課

6821 13 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の特別休暇について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.15
(決)昭54. 6.19
(施)昭54. 6.19

企画調整課

6821 14 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の人事について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 5.30
(決)昭54. 5.30

企画調整課

6821 15 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 5.21
(決)昭54. 5.22

企画調整課

6821 16 54人事関係綴　No.１
昭和54年度地方公務員制度実態調査について（報
告）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.15
(決)昭54. 5.15
(施)昭54. 5.15

企画調整課

6821 17 54人事関係綴　No.１ 勤務条件等に関する調査について（回答） 昭和５４年度 (起)昭54. 5.15 企画調整課

6821 18 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.26
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

企画調整課

6821 19 54人事関係綴　No.１
出納員等の任免にともなう静岡県事務吏員併任の
内申について

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 1
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

企画調整課

6821 20 54人事関係綴　No.１
訴訟事件の指定代理人にかかる事務吏員併任者の
任免について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 1
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

企画調整課

6821 21 54人事関係綴　No.１ 出納員の解職について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 1
(決)昭54. 4.27
(施)昭54. 4.27

企画調整課

6821 22 54人事関係綴　No.１ 地方公務員の海外交流の状況について（回答） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.19
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

企画調整課

6821 23 54人事関係綴　No.１
昭和54年秋の叙勲候補者の上申に必要な功績資料
について（回答）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(決)昭54. 4.24
(施)昭54. 4.24

企画調整課

6821 24 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の人事について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 4.13
(決)昭54. 4.16
(施)昭54. 4.16

企画調整課

6821 25 54人事関係綴　No.１ 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 6
(決)昭54. 4. 6
(施)昭54. 4. 6

企画調整課
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6821 26 54人事関係綴　No.１ 職員採用選考請求書の提出について 昭和５４年度 (起)昭54. 4. 6 企画調整課

6822 1 54人事関係綴　No.２
等級別職務区分表及び管理職手当に関する規則の
改正について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.26

企画調整課

6822 2 54人事関係綴　No.２ 等級別職務区分表の改正について（伺い） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.12 企画調整課

6822 3 54人事関係綴　No.２ 職員の割愛について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 8
(決)昭55. 3.10
(施)昭55. 3.10

企画調整課

6822 4 54人事関係綴　No.２
静岡県職員定数条例の一部を改正する条例につい
て（伺い）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.  
(決)昭55. 2.15

企画調整課

6822 5 54人事関係綴　No.２ 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭55. 1.25
(決)昭55. 1.31
(施)昭55. 1.31

企画調整課

6822 6 54人事関係綴　No.２ 事務局等職員の人事異動について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.12.21
(決)昭54.12.21
(施)昭54.12.26

企画調整課

6822 7 54人事関係綴　No.２ 辞令書の様式変更について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.12.19
(決)昭54.12.24

企画調整課

6822 8 54人事関係綴　No.２ 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.12.15
(決)昭54.12.15
(施)昭54.12.15

企画調整課

6822 9 54人事関係綴　No.２
第12回静岡県青年の船講師委嘱について（うかが
い）

昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.11
(施)昭54.12.12

企画調整課

6822 10 54人事関係綴　No.２ 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.11.29
(決)昭54.12. 3
(施)昭54.12. 3

企画調整課

6822 11 54人事関係綴　No.２ 教育事務所の人事について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.11.29
(決)昭54.11.30
(施)昭54.11.30

企画調整課

6822 12 54人事関係綴　No.２ ［勤務希望調書］の様式について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.11.22
(決)昭54.11.24
(施)昭54.11.26

企画調整課

6822 13 54人事関係綴　No.２ 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５４年度 (起)昭54.11. 9 企画調整課

6822 14 54人事関係綴　No.２
昭和54年度公立学校事務職員研修会への参加につ
いて（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.17
(決)昭54.10.17
(施)昭54.10.17

企画調整課

6822 15 54人事関係綴　No.２ 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54.10. 4
(決)昭54.10. 5
(施)昭54.10. 8

企画調整課

6822 16 54人事関係綴　No.２ 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.29
(決)昭54.10. 5
(施)昭54.10. 5

企画調整課

6822 17 54人事関係綴　No.２ 中央図書館司書の採用について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.25
(決)昭54. 9.25
(施)昭54. 9.25

企画調整課

6822 18 54人事関係綴　No.２ 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.12
(決)昭54. 9.14
(施)昭54. 9.21

企画調整課

6822 19 54人事関係綴　No.２
公益信託「小川忠孝交通遺児育英基金」運営委員
推薦について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 9. 7
(決)昭54. 9.12
(施)昭54. 9.12

企画調整課

6822 20 54人事関係綴　No.２
職員の教育に関する他の事務従事の許可について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 8.31
(決)昭54. 9. 3
(施)昭54. 9. 3

企画調整課
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6822 21 54人事関係綴　No.２ 事務局職員の特別休暇について（うかがい） 昭和５４年度
(起)昭54. 8.30
(決)昭54. 8.31
(施)昭54. 9. 1

企画調整課

6822 22 54人事関係綴　No.２
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する
規則の制定について（供覧）

昭和５４年度 (起)昭54. 8. 6 企画調整課

6822 23 54人事関係綴　No.２ 職場復帰願について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭54. 8.18
(決)昭54. 8.20
(施)昭54. 8.20

企画調整課

6823 1 55人事関係綴　No.１ 選考請求書の提出について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.28
(決)昭55. 7.28
(施)昭55. 7.28

企画調整課

6823 2 55人事関係綴　No.１ 事務局職員の海外派遣について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.27
(決)昭55. 7.30
(施)昭55. 8. 1

企画調整課

6823 3 55人事関係綴　No.１ 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.24
(決)昭55. 7.25
(施)昭55. 7.25

企画調整課

6823 4 55人事関係綴　No.１ 選考請求書の提出について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.25
(決)昭55. 7.25
(施)昭55. 7.25

企画調整課

6823 5 55人事関係綴　No.１
静岡県職員（栄養士）採用選考専門考査問題作成
委員の推せんについて（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.17
(決)昭55. 7.21
(施)昭55. 7.21

企画調整課

6823 6 55人事関係綴　No.１ 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 1
(決)昭55. 7. 1
(施)昭55. 7. 1

企画調整課

6823 7 55人事関係綴　No.１ 学校保健技師の任命について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 1
(施)昭55. 4. 1

企画調整課

6823 8 55人事関係綴　No.１ 高校生集団宿泊訓練施設準備委員の任命 昭和５５年度
(起)昭55. 5.13
(決)昭55. 5.15
(施)昭55. 5.15

企画調整課

6823 9 55人事関係綴　No.１
「静岡県教育委員会事務局内部組織規則」及び
「静岡県教育委員会事務決済規程」の一部改正に
ついて（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 4.30

企画調整課

6823 10 55人事関係綴　No.１
出納員等の任免にともなう静岡県事務吏員併任の
内申について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 1
(施)昭55. 4. 1

企画調整課

6823 11 55人事関係綴　No.１
管理職員等の範囲を定める規則の一部改正につい
て（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.25
(決)昭55. 4.28
(施)昭55. 4.28

企画調整課

6823 12 55人事関係綴　No.１
訴訟事件の指定代理人にかかる事務吏員併任者の
任免について（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 1
(決)昭55. 4. 1
(施)昭55. 4. 1

企画調整課

6823 13 55人事関係綴　No.１ 勤務条件等に関する調査について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 4.23
(決)昭55. 4.23
(施)昭55. 4.23

企画調整課

6823 14 55人事関係綴　No.１
公立学校校長と教育委員会指導主事との人事交流
について（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.14
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.16

企画調整課

6823 15 55人事関係綴　No.１
選考の結果及び任用候補者選択結果の報告につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.14
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.16

企画調整課

6823 16 55人事関係綴　No.１
昭和55年度義務教育担当研修会について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 3
(決)昭55. 4. 4
(施)昭55. 4. 5

企画調整課

6824 1 55人事関係綴　No.２
静岡県教育委員会事務局内部組織規則の改正につ
いて（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.17
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.20

企画調整課
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6824 2 55人事関係綴　No.２ 等級別職務区分表の改正について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.19
(決)昭56. 3.23
(施)昭56. 3.23

企画調整課

6824 3 55人事関係綴　No.２
国立中央青年の家専門職員の推薦について（うか
がい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.20
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.20

企画調整課

6824 4 55人事関係綴　No.２ 警察学校副校長の推薦について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.12
(決)昭56. 3.14
(施)昭56. 3.14

企画調整課

6824 5 55人事関係綴　No.２ 学芸員採用選考の実施依頼について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.21
(決)昭56. 2.25
(施)昭56. 2.26

企画調整課

6824 6 55人事関係綴　No.２ 職員の割愛について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 5
(決)昭56. 3. 6
(施)昭56. 3. 6

企画調整課

6824 7 55人事関係綴　No.２
静岡県職員定数条例の一部を改正する条例につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 2.12
(決)昭56. 2.16
(施)昭56. 2.16

企画調整課

6824 8 55人事関係綴　No.２ 10.21スト事件の判決の確定について（供覧） 昭和５５年度
(起)昭56. 1.26
(決)昭56. 1.28
(施)昭56. 1.28

企画調整課

6824 9 55人事関係綴　No.２ 事務局職員の出張について 昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 3
(施)昭55.12.10

企画調整課

6824 10 55人事関係綴　No.２
第13回静岡県青少年の船事業に係る県教育長の海
外出張について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 1
(施)昭55.12. 1

企画調整課

6824 11 55人事関係綴　No.２
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正す
る法律案等について（供覧）

昭和５５年度 (起)昭55.11.14 企画調整課

6824 12 55人事関係綴　No.２
昭和55年度公立学校等事務職員研修会の開催につ
いて（回答）

昭和５５年度
(起)昭55.10.23
(決)昭55.10.25
(施)昭55.10.25

企画調整課

6824 13 55人事関係綴　No.２ 事務局職員の海外出張について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55.10. 2
(決)昭55.10. 6
(施)昭55.10. 9

企画調整課

6824 14 55人事関係綴　No.２ 事務局職員の海外派遣について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.22
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.30

企画調整課

6824 15 55人事関係綴　No.２ 事務局職員の人事について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 9.26
(決)昭55. 9.29
(施)昭55. 9.30

企画調整課

6824 16 55人事関係綴　No.２ 事務局職員の任用替えについて（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.22
(決)昭55. 8.24
(施)昭55. 8.24

企画調整課

6824 17 55人事関係綴　No.２ 事務局職員の人事異動について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 3
(決)昭55. 9. 3
(施)昭55. 9. 4

企画調整課

6824 18 55人事関係綴　No.２ 監査資料の提出について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.14
(決)昭55. 8.16
(施)昭55. 8.18

企画調整課

6824 19 55人事関係綴　No.２ 事務局職員の海外派遣について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.28
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9. 2

企画調整課

6825 1 事務局人事関係綴
昭和50年度末事務局職員移動資料（勤務希望調
書）の提出について

昭和５０年度
(起)昭50.12.12
(決)昭50.12.12
(施)昭50.12.12

総務課

6825 2 事務局人事関係綴
事務局一般職員役付候補者及び上位役付け職候補
者の推薦について

昭和５０年度
(起)昭50.12.12
(決)昭50.12.12
(施)昭50.12.12

総務課

6825 3 事務局人事関係綴 任用候補者提示請求書の提出について 昭和５０年度
(起)昭50.12.12
(決)昭50.12.15
(施)昭50.12.15

総務課
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6825 4 事務局人事関係綴
昭和50年度末事務局人事等に係る総務課長ヒヤリ
ングの実施について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.13
(決)昭51. 1.16
(施)昭51. 1.16

総務課

6825 5 事務局人事関係綴
昭和50年度末（知事部局関連）人事資料の提出に
ついて

昭和５０年度
(起)昭51. 1.14
(決)昭51. 1.14
(施)昭51. 1.14

総務課

6825 6 事務局人事関係綴
県職員初級試験合格者の就職意向調査の実施につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 9
(決)昭51. 2.13
(施)昭51. 2.13

総務課

6825 7 事務局人事関係綴 教育委員会事務局組織の改正について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.18
(決)昭51. 2.18
(施)昭51. 2.18

総務課

6825 8 事務局人事関係綴 静岡県教育委員会事務局組織の改正協議について 昭和５０年度
(起)昭51. 2.16
(決)昭51. 2.16
(施)昭51. 2.16

総務課

6825 9 事務局人事関係綴 選考請求書の提出について 昭和５０年度
(起)昭51. 3. 6
(決)昭51. 3. 9
(施)昭51. 3. 9

総務課

6825 10 事務局人事関係綴
知事部局関連人事資料（総務部長・知事ヒヤリン
グ）の提出について

昭和５０年度 (起)昭51. 2. 9 総務課

6825 11 事務局人事関係綴 昭和50年度末人事異動案、議案様式について 昭和５０年度
(起)昭51. 1. 5
(決)昭51. 1.19
(施)昭51. 1.19

総務課

6825 12 事務局人事関係綴 事務局職員等の人事異動について 昭和５０年度
(起)昭51. 3.22
(決)昭51. 3.23
(施)昭51. 3.23

総務課

6825 13 事務局人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５０年度 (起)昭50. 7.10 総務課

6825 14 事務局人事関係綴 事務局職員の人事について 昭和５０年度 (起)昭50. 8.25 総務課

6825 15 事務局人事関係綴 事務局職員の人事異動について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.29 総務課

6826 1 年度末事務局人事異動綴 事務局職員の人事異動について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.20 企画総務課

6826 2 年度末事務局人事異動綴 事務局職員の人事異動について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.22 企画総務課

6826 3 年度末事務局人事異動綴 事務局職員の人事異動について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.22 企画総務課

6826 4 年度末事務局人事異動綴
昭和51年度末人事異動について（事務局職員の
分）

昭和５１年度 (起)昭52. 3.22 企画総務課

6826 5 年度末事務局人事異動綴 昭和51年度末人事異動にともなう辞令案について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.25
(決)昭52. 3.29
(施)昭52. 3.29

企画総務課

6826 6 年度末事務局人事異動綴 職員の割愛について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.25

企画総務課

6826 7 年度末事務局人事異動綴 職員の割愛について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.28
(決)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.28

企画総務課

6826 8 年度末事務局人事異動綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.29
(決)昭52. 3.30
(施)昭52. 3.30

企画総務課

6826 9 年度末事務局人事異動綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.29
(決)昭52. 3.30
(施)昭52. 3.30

企画総務課

279 ページ



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

6826 10 年度末事務局人事異動綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.29
(決)昭52. 3.30
(施)昭52. 3.30

企画総務課

6826 11 年度末事務局人事異動綴 職務の等級等の決定承認申請について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.25
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.25

企画総務課

6826 12 年度末事務局人事異動綴 事務局職員の人事について 昭和５２年度
(起)昭52. 3.25
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 4. 1

企画総務課

6826 13 年度末事務局人事異動綴 事務局職員の人事について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.30
(決)昭52. 3.30
(施)昭52. 3.30

企画総務課

6826 14 年度末事務局人事異動綴
東京大学の昭和52年度都道府県派遣研究生の推薦
について

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 6
(決)昭52. 3. 6
(施)昭52. 3. 6

企画総務課

6826 15 年度末事務局人事異動綴 昭和52年度における人事異動調書の提出について 昭和５１年度 (起)昭52. 2.26 企画総務課

6826 16 年度末事務局人事異動綴
人事関係ヒヤリングについての調書の提出につい
て

昭和５１年度 (起)昭52. 2. 2 企画総務課

6826 17 年度末事務局人事異動綴
昭和52年度における人事異動調書等の提出につい
て

昭和５１年度 (起)昭52. 1.14 企画総務課

6826 18 年度末事務局人事異動綴
昭和51年度末事務局職員人事異動資料（勤務希望
調書）の提出について

昭和５１年度 (起)昭51.12.10 企画総務課

6826 19 年度末事務局人事異動綴 事務局職員等の人事について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.26 企画総務課

6826 20 年度末事務局人事異動綴 事務局職員等の人事について 昭和５２年度 (起)昭52. 4.25 企画総務課

6826 21 年度末事務局人事異動綴 事務局職員等の人事について 昭和５２年度 (起)昭52. 4. 1 企画総務課

6827 1 水道法第20条第３項指定申請書
（財）静岡県環境衛生検査センターの水道法第20
条第３項による厚生大臣指定について

昭和５３年度
(起)昭53.10.25
(決)昭53.11. 6

環境衛生課

6828 1
水道法第34条の２第２項指定申請
書

水道法第34条の２第２項の厚生大臣の指定申請に
かかる地方公共団体の同意について

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 7

環境衛生課

6828 2
水道法第34条の２第２項指定申請
書

水道法第34条の２第２項の指定申請について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 1
(決)昭54. 3. 2

環境衛生課

6829 1
自然休養村整備事業（沼津市三
浦）

自然休養村整備事業完了地区管理運営特別指導報
告書

昭和５７年度
農林漁業体験協
会

6829 2
自然休養村整備事業（沼津市三
浦）

昭和51年度自然休養村整備事業実施計画の認定に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 5.21
(施)昭51. 5.21

農政課

6829 3
自然休養村整備事業（沼津市三
浦）

昭和51年度自然休養村整備事業実施計画の認定に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(施)昭51. 5.10

農政課

6830 1
自然休養村整備事業（本川根町奥
大井）

奥大井地区自然休養村整備事業実施計画書 昭和５１年度 本川根町

6831 1
自然休養村整備事業認定（佐久間
町さくま）

昭和52年度自然休養村整備事業実施計画の認定に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 4.27
(施)昭52. 5.16

農政課

6831 2
自然休養村整備事業認定（佐久間
町さくま）

昭和52年度自然休養村整備事業実施計画の認定に
ついて（協議）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 5
(決)昭52. 4.11
(施)昭52. 4.12

農政課
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6832 1 都市公園法改正関係綴 都市公園設置の公告について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.27
(施)昭53. 3.28

都市整備課

6832 2 都市公園法改正関係綴 既存の都市公園の公告について 昭和５１年度 (起)昭51.12.13 都市整備課

6832 3 都市公園法改正関係綴 既存の都市公園の公告について 昭和５１年度
(起)昭51.11.25
(決)昭51.11.26
(施)昭51.11.29

都市整備課

6832 4 都市公園法改正関係綴
都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部
を改正する法律の施行について

昭和５１年度
(起)昭51.10.30
(決)昭51.11. 8
(施)昭51.11. 8

都市整備課

6832 5 都市公園法改正関係綴 既存の都市公園の公告について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 4
(決)昭51.10. 4
(施)昭51.10. 5

都市整備課

6833 1
普通交付税（算出資料）昭和51年
度

昭和51年度普通交付税の算定について 昭和５１年度 (起)昭51. 7.24 財政課

6834 1
普通交付税（算出資料）昭和52年
度

昭和52年度普通交付税の算定について 昭和５２年度 財政課

6835 1
普通交付税（算出資料）昭和53年
度

昭和53年度普通交付税の算出について 昭和５３年度 (起)昭53. 7.25 財政課

6836 1
普通交付税（算出資料）昭和54年
度

昭和54年度分の地方交付税のうち普通交付税の額
の変更決定について

昭和５４年度 (収)昭55. 3.12 自治大臣

6836 2
普通交付税（算出資料）昭和54年
度

昭和54年度普通交付税の算出について 昭和５４年度 (起)昭54. 7.24 財政課

6837 1
普通交付税（算出資料）昭和55年
度

昭和55年度普通交付税の算出について 昭和５５年度 財政課

6838 1 51特別交付税 昭和51年度　特別交付税 昭和５１年度 財政課

6839 1 52特別交付税 昭和52年度特別交付税の要望について 昭和５２年度 (起)昭53. 2.10 財政課

6840 1 53特別交付税
公共事業等の施行推進にかかる所要経費調につい
て

昭和５３年度
(起)昭53.12.27
(決)昭53.12.27
(施)昭53.12.27

財政課

6840 2 53特別交付税
昭和53年度特別交付税算定に係る基礎資料につい
て（報告）

昭和５３年度 (起)昭53.10.25 財政課

6841 1 54特別交付税 昭和54年度特別交付税算定に係る基礎資料 昭和５４年度 財政課

6842 1 55特別交付税 昭和55年度特別交付税の配分について 昭和５５年度 (起)昭56. 3.12 財政課

6843 1 51治山台帳　No.１ 治山台帳（下田） 昭和５１年度

6843 2 51治山台帳　No.１ 治山台帳（沼津） 昭和５１年度

6843 3 51治山台帳　No.１ 治山台帳（静岡） 昭和５１年度

6844 1 51治山台帳　No.２ 治山台帳（金谷） 昭和５１年度
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6844 2 51治山台帳　No.２ 治山台帳（天竜） 昭和５１年度

6845 1 52治山台帳（下田・沼津） 治山台帳（下田） 昭和５２年度

6845 2 52治山台帳（下田・沼津） 治山台帳（沼津） 昭和５２年度

6846 1 52治山台帳（静岡） 治山台帳（静岡） 昭和５２年度

6847 1 52治山台帳（金谷・天竜） 治山台帳（金谷） 昭和５２年度

6847 2 52治山台帳（金谷・天竜） 治山台帳（天竜） 昭和５２年度

6848 1
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（地すべり防止）
昭和５２年度
昭和５３年度

6848 2
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（緊急） 昭和５３年度

6848 3
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（海岸防災林） 昭和５３年度

6848 4
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（保安林改良） 昭和５３年度

6848 5
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（保安林保有） 昭和５３年度

6848 6
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（災害）
昭和５２年度
昭和５３年度

6848 7
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（海岸防災林造成） 昭和５２年度

6848 8
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（保安林改良） 昭和５２年度

6848 9
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（保安林保有） 昭和５２年度

6848 10
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（地すべり防止渓流） 昭和５２年度

6848 11
治山台帳（防災林、保育、災害、
緊急治山、保安林改良）

治山台帳（地すべり防止山腹） 昭和５２年度

6849 1 53治山台帳（予防） 治山台帳（予防治山） 昭和５３年度

6850 1 53治山台帳（復旧） 治山台帳（復旧治山） 昭和５３年度

6851 1 昭和51年静岡県衛生年報 静岡県衛生年報　昭和51年 昭和５２年度 静岡県衛生部

6852 1 昭和52年静岡県衛生年報 静岡県衛生年報　昭和52年 昭和５３年度 静岡県衛生部
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6853 1 昭和53年静岡県衛生年報 静岡県衛生年報　昭和53年 昭和５４年度 静岡県衛生部

6854 1 昭和54年静岡県衛生年報 静岡県衛生年報　昭和54年 昭和５５年度 静岡県衛生部

6855 1 昭和55年静岡県衛生年報 静岡県衛生年報　昭和55年 昭和５６年度 静岡県衛生部

6856 1 昭和51年人口動態統計（上巻） 人口動態統計　昭和51年　上巻 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6857 1 昭和51年人口動態統計（下巻） 人口動態統計　昭和51年　下巻 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6858 1 昭和52年人口動態統計（上巻） 人口動態統計　昭和52年　上巻 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6859 1 昭和52年人口動態統計（下巻） 人口動態統計　昭和52年　下巻 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6860 1 昭和53年人口動態統計（上巻） 人口動態統計　昭和53年　上巻 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6861 1 昭和53年人口動態統計（下巻） 人口動態統計　昭和53年　下巻 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6862 1 昭和54年人口動態統計（上巻） 人口動態統計　昭和54年　上巻 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6863 1 昭和54年人口動態統計（中巻） 人口動態統計　昭和54年　中巻 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6864 1 昭和54年人口動態統計（下巻） 人口動態統計　昭和54年　下巻 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6865 1 昭和49年静岡県人口動態統計 静岡県人口動態統計　昭和49年 昭和５２年度
静岡県衛生部医
務課

6866 1 昭和50年静岡県人口動態統計 静岡県人口動態統計　昭和50年 昭和５２年度
静岡県衛生部医
務課

6867 1 昭和51年静岡県人口動態統計 静岡県人口動態統計　昭和51年 昭和５２年度
静岡県衛生部医
務課

6868 1 昭和52年静岡県人口動態統計 静岡県人口動態統計　昭和52年 昭和５３年度
静岡県衛生部医
務課

6869 1 昭和53年静岡県人口動態統計 静岡県人口動態統計　昭和53年 昭和５４年度
静岡県衛生部医
務課

6870 1 昭和54年静岡県人口動態統計 静岡県人口動態統計　昭和54年 昭和５５年度
静岡県衛生部医
務課

6871 1
人口動態統計特殊報告（自殺死亡
統計）昭和49年

人口動態統計特殊報告（自殺死亡統計）昭和49年 昭和５１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6871 2
人口動態統計特殊報告（自殺死亡
統計）昭和49年

自殺死亡統計 昭和５１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6871 3
人口動態統計特殊報告（自殺死亡
統計）昭和49年

人口動態（死亡）社会経済面調査報告昭和49年 昭和５１年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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6872 1
人口動態統計特殊報告（離婚統
計）昭和53年

人口動態統計特殊報告（離婚統計）昭和53年 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6873 1
人口動態統計（地域傾向精密調
査）昭和52年度刊

人口動態統計（地域傾向精密調査）昭和52年度刊 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6874 1
人口動態社会経済面調査報告（出
生）昭和51年度

人口動態社会経済面調査報告（出生）昭和51年度 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6875 1
人口動態社会経済面調査報告（交
通事故以外の不慮の事故死）昭和
52年度

人口動態社会経済面調査報告（交通事故以外の不
慮の事故死）昭和52年度

昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6876 1
人口動態社会経済面調査報告（高
齢者死亡）昭和54年度

人口動態社会経済面調査報告（高齢者死亡）昭和
54年度

昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6877 1 昭和51年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告　昭和51年 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6878 1 昭和52年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告　昭和52年 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6879 1 昭和53年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告　昭和53年 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6880 1 昭和54年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告　昭和54年 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6881 1 昭和55年国民生活実態調査報告 国民生活実態調査報告　昭和55年 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6882 1 昭和51年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告　昭和51年 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6883 1 昭和52年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告　昭和52年 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6884 1 昭和53年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告　昭和53年 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6885 1 昭和54年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告　昭和54年 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6886 1 昭和55年厚生行政基礎調査報告 厚生行政基礎調査報告　昭和55年 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6887 1
昭和51年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）　昭和51年 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6888 1
昭和52年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）　昭和52年 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6889 1
昭和53年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）　昭和53年 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6890 1
昭和54年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）　昭和54年 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6891 1
昭和55年衛生行政業務報告（厚生
省報告例）

衛生行政業務報告（厚生省報告例）　昭和55年 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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6892 1 昭和51年保健所運営報告 保健所運営報告　昭和51年 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6893 1 昭和52年保健所運営報告 保健所運営報告　昭和52年 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6894 1 昭和53年保健所運営報告 保健所運営報告　昭和53年 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6895 1 昭和54年保健所運営報告 保健所運営報告　昭和54年 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6896 1 昭和55年保健所運営報告 保健所運営報告　昭和55年 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6897 1 昭和51年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和51年 昭和５１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6898 1 昭和52年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和52年 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6899 1 昭和53年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和53年 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6900 1 昭和54年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和54年 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6901 1 昭和55年医療施設調査・病院報告 医療施設調査・病院報告：昭和55年 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6902 1
昭和51年医師・歯科医師・薬剤師
調査

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和51年 昭和５１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6903 1
昭和52年医師・歯科医師・薬剤師
調査

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和52年 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6904 1
昭和53年医師・歯科医師・薬剤師
調査

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和53年 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6905 1
昭和54年医師・歯科医師・薬剤師
調査

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和54年 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6906 1
昭和55年医師・歯科医師・薬剤師
調査

医師・歯科医師・薬剤師調査：昭和55年 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6907 1
昭和52年度社会医療診療行為別調
査報告

社会医療診療行為別調査報告（昭和52年度） 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6908 1
昭和54年度社会医療診療行為別調
査報告

社会医療診療行為別調査報告（昭和54年度） 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6909 1 昭和51年国民健康調査 国民健康調査（昭和51年） 昭和５１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6910 1 昭和52年国民健康調査 国民健康調査（昭和52年） 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6911 1 昭和53年国民健康調査 国民健康調査（昭和53年） 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6912 1 昭和54年国民健康調査 国民健康調査（昭和54年） 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部
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6913 1 昭和55年国民健康調査 国民健康調査（昭和55年） 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6914 1 昭和51年患者調査 患者調査：昭和51年 昭和５１年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6915 1 昭和52年患者調査 患者調査：昭和52年 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6916 1 昭和53年患者調査 患者調査：昭和53年 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6917 1 昭和54年患者調査 患者調査：昭和54年 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6918 1 昭和55年患者調査 患者調査：昭和55年 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6919 1
静岡県疾病調査：昭和52年（静岡
県医師会）

疾病調査　（昭和51年11月16日調査） 昭和５２年度 静岡県医師会

6920 1
静岡県疾病調査：昭和54年（静岡
県衛生部・医師会）

昭和54年　静岡県疾病調査　（昭和54年７月11日
調査）

昭和５６年度 静岡県医師会

6921 1 昭和51年伝染病および食中毒統計 昭和51年　伝染病及び食中毒統計 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6922 1 昭和52年伝染病および食中毒統計 昭和52年　伝染病及び食中毒統計 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6923 1 昭和53年伝染病および食中毒統計 昭和53年　伝染病及び食中毒統計 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6924 1 昭和54年伝染病および食中毒統計 昭和54年　伝染病及び食中毒統計 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6925 1 昭和55年伝染病および食中毒統計 昭和55年　伝染病及び食中毒統計 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6926 1
昭和51年保健衛生基礎調査報告
（母子衛生）

昭和51年　保健衛生基礎調査（母子衛生） 昭和５２年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6927 1
昭和52年保健衛生基礎調査報告
（循環器疾患）

昭和52年　保健衛生基礎調査（循環器疾患） 昭和５３年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6928 1
昭和53年保健衛生基礎調査報告
（健康診断）

昭和53年　保健衛生基礎調査（健康診断） 昭和５４年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6929 1
昭和54年保健衛生基礎調査報告
（心身の健康）

昭和54年　保健衛生基礎調査（心身の健康） 昭和５５年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6930 1
昭和55年保健衛生基礎調査報告
（健康）

昭和55年　保健衛生基礎調査（健康） 昭和５６年度
厚生省大臣官房
統計情報部

6931 1
昭和52年度交通安全対策特別委員
会会議録

交通安全対策特別委員会会議録 昭和５２年度 (起)昭52. 8. 5 議事課

6932 1
昭和53年度交通安全対策特別委員
会会議録

交通安全対策特別委員会会議録 昭和５３年度 (起)昭53. 8.11 議事課

6932 2
昭和53年度交通安全対策特別委員
会会議録

交通安全対策特別委員会会議録 昭和５３年度 (起)昭53.11.21 議事課
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6933 1
昭和54年度交通安全対策特別委員
会会議録

交通安全対策特別委員会会議録 昭和５４年度 (起)昭55. 2. 7 調査課

6933 2
昭和54年度交通安全対策特別委員
会会議録

交通安全対策特別委員会会議録 昭和５４年度 (起)昭54. 8. 7 調査課

6933 3
昭和54年度交通安全対策特別委員
会会議録

交通安全対策特別委員会会議録 昭和５４年度 (起)昭54. 7.24 調査課

6933 4
昭和54年度交通安全対策特別委員
会会議録

交通安全対策の事業について 昭和５４年度 (起)昭54.10.31 調査課

6934 1
昭和55年度交通安全対策特別委員
会会議録

交通安全対策特別委員会会議録 昭和５５年度 (起)昭55. 8.13 調査課

6935 1 旧水道台帳（大井上水道企業団） 大井上水道企業団水道事業経営変更認可について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.24
(決)昭55. 6.27
(施)昭55. 6.27

環境衛生課

6935 2 旧水道台帳（大井上水道企業団） 韮山町水道事業変更認可について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.22
(決)昭54. 5.22
(施)昭54. 5.24

環境衛生課

6936 1 悪臭に係る特定施設設置届出書 悪臭に係る特定施設設置届出書 昭和５１年度
厚生省大臣官房
統計調査部

6937 1
家畜死体等処理施設整備拡充費補
助金関係綴

家畜死体等処理施設整備拡充費補助金の交付確定
について

昭和５３年度
(起)昭53.11.29
(決)昭53.12.11
(施)昭53.12.12

畜産課

6937 2
家畜死体等処理施設整備拡充費補
助金関係綴

家畜死体等処理施設整備拡充費補助金の交付決定
について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.29
(決)昭53. 6. 3
(施)昭53. 6. 3

畜産課

6937 3
家畜死体等処理施設整備拡充費補
助金関係綴

家畜死体等処理施設整備拡充費補助金の内示につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 4.27
(決)昭53. 4.27
(施)昭53. 4.27

畜産課

6937 4
家畜死体等処理施設整備拡充費補
助金関係綴

家畜死体等処理施設整備拡充費補助金交付要綱の
制定について（うかがい）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.12
(決)昭53. 4.27
(施)昭53. 4.27

畜産課

6938 1 静岡県蛋白飼料公社事業綴 第１回常任役員会開催について 昭和５５年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6938 2 静岡県蛋白飼料公社事業綴 株主事業所会議開催のお知らせ 昭和５４年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6938 3 静岡県蛋白飼料公社事業綴 （株）県蛋白飼料公社常任役員会（55.1.30） 昭和５４年度 畜産課

6938 4 静岡県蛋白飼料公社事業綴
（株）静岡県蛋白飼料公社評議委員の委嘱につい
て

昭和５４年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6938 5 静岡県蛋白飼料公社事業綴
（株）静岡県蛋白飼料公社常任役員会
（54.10.23）

昭和５４年度 畜産課

6938 6 静岡県蛋白飼料公社事業綴
（株）静岡県蛋白飼料公社評議委員会
（54.10.24）

昭和５４年度 畜産課

6938 7 静岡県蛋白飼料公社事業綴 富士地区ブロイラー処理場打合せ会（54.9.5） 昭和５４年度 畜産課

6938 8 静岡県蛋白飼料公社事業綴
（株）静岡県蛋白飼料公社富士地区ブロイラー羽
毛処理打合せ会（54.10.16）

昭和５４年度 畜産課

6938 9 静岡県蛋白飼料公社事業綴
家畜死体等処理施設のその後の状況について（回
答）

昭和５３年度 (起)昭53. 8. 4 畜産課
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6938 10 静岡県蛋白飼料公社事業綴 運営打合せ会議の件（復命） 昭和５３年度 畜産課

6938 11 静岡県蛋白飼料公社事業綴
家畜死体等処理施設設置事業実施報告書の提出に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 5.26
(決)昭52. 6. 7
(施)昭52. 6. 7

畜産課

6938 12 静岡県蛋白飼料公社事業綴 昭和53年度第１回役員会開催について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 6
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6939 1
静岡県蛋白飼料公社関係綴（公
害・協議会）

へい獣処理事業費補助金交付申請書 昭和５４年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6939 2
静岡県蛋白飼料公社関係綴（公
害・協議会）

畜体不可食部分再生利用事業（レンダリングプラ
ント）運営打合せ会の開催について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.11
(決)昭54. 4.12
(施)昭54. 4.13

畜産課

6939 3
静岡県蛋白飼料公社関係綴（公
害・協議会）

評議委員会開催通知 昭和５４年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6939 4
静岡県蛋白飼料公社関係綴（公
害・協議会）

公害防止施設改善打合せ会開催について 昭和５４年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6940 1 静岡県蛋白飼料公社関係資料
復命書（株）蛋白飼料公社常任役員会
（56.3.24）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.26 畜産課

6940 2 静岡県蛋白飼料公社関係資料 常任役員会開催について（56.1.23） 昭和５５年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6940 3 静岡県蛋白飼料公社関係資料 年末年始の荷受について 昭和５５年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6940 4 静岡県蛋白飼料公社関係資料 常任役員会開催について（55.10.28） 昭和５５年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6940 5 静岡県蛋白飼料公社関係資料
（株）静岡県蛋白飼料公社の汚水流出のてんまつ
について（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭55. 9. 5 畜産課

6940 6 静岡県蛋白飼料公社関係資料
（株）静岡県蛋白飼料公社におけるへい死ブロイ
ラーの取扱いについて

昭和５５年度 (起)昭55. 9.22 畜産課

6940 7 静岡県蛋白飼料公社関係資料 改善報告書の提出について 昭和５５年度 (収)昭55.10.11
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6940 8 静岡県蛋白飼料公社関係資料
昭和55年度第２回（株）静岡県蛋白飼料公社評議
委員会の協議内容について

昭和５５年度 (起)昭55. 9.22 畜産課

6940 9 静岡県蛋白飼料公社関係資料 評議委員会開催について（55.9.19） 昭和５５年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6940 10 静岡県蛋白飼料公社関係資料
畜体不可食部分再生利用事業経営状況調査につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 8.27
(決)昭55. 9. 1
(施)昭55. 9. 1

畜産課

6940 11 静岡県蛋白飼料公社関係資料 協議会の開催について（依頼） 昭和５５年度
全国畜体不可食
部分再生利用事
業協議会

6940 12 静岡県蛋白飼料公社関係資料 評議委員会開催について（55.6.24） 昭和５５年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6940 13 静岡県蛋白飼料公社関係資料 （株）静岡県蛋白飼料公社第６回株主総会 昭和５５年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社
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6940 14 静岡県蛋白飼料公社関係資料 第１回役員会開催について（55.4.26） 昭和５５年度
（株）静岡県蛋
白飼料公社

6941 1 へい獣処理事業費補助金関係綴
へい獣処理事業費補助金の交付確定について（う
かがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.26
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

畜産課

6941 2 へい獣処理事業費補助金関係綴 へい獣処理事業費補助金の交付決定について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.18
(決)昭55. 9. 2

畜産課

6941 3 へい獣処理事業費補助金関係綴
へい獣処理事業費補助金交付要綱の制定について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 5
(決)昭55. 8. 4
(施)昭55. 8. 4

畜産課

6941 4 へい獣処理事業費補助金関係綴
へい獣処理事業費補助金の交付確定について（う
かがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 4
(決)昭55. 4. 8
(施)昭55. 4. 9

畜産課

6941 5 へい獣処理事業費補助金関係綴 へい獣処理事業費補助金の交付決定について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.11
(決)昭55. 3.12

畜産課

6941 6 へい獣処理事業費補助金関係綴
へい獣処理事業費補助金交付要綱の制定について
（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭55. 2.24
(決)昭55. 3.10
(施)昭55. 3.10

畜産課

6942 1 県単水利用実態調査・実態図 県単水利用実態調査・実態図 昭和５４年度

6943 1
昭和54年地域別水利用総合計画調
査

昭和54年地域別水利用総合計画調査の成果品の提
出について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.  
(決)昭55. 3.  
(施)昭55. 3.31

農地企画課

6944 1 過疎地域振興計画 過疎地域振興特別措置法の施行について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.12
農林水産事務次
官

6944 2 過疎地域振興計画 過疎地域振興計画の提出について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.26
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 5.30

農地企画課

6944 3 過疎地域振興計画 過疎地域振興計画の作成について 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 6
(施)昭55. 5. 6

農地企画課

6945 1 農業用水実態調査 昭和55年度農業用水実態調査について 昭和５５年度

6946 1 水利用実態調査 農業用水施設台帳（御殿場市） 昭和５５年度

6946 2 水利用実態調査 農業用水施設台帳（沼津市） 昭和５５年度

6946 3 水利用実態調査 農業用水施設台帳（裾野市） 昭和５５年度

6946 4 水利用実態調査 農業用水施設台帳（長泉町） 昭和５５年度

6947 1
県単巴川河川調査土質調査委託報
告書

県単巴川河川調査土質調査委託報告書 昭和５２年度 (収)昭52. 8.  
建設基礎調査設
計事務所

6948 1
麻機地区多目的遊水池における地
盤の地震特性調査に関する地質調
査

麻機地区多目的遊水池における地盤の地震特性調
査に関する地質調査

昭和５３年度 (収)昭54. 3.  
建設基礎調査設
計事務所

6949 1 コミュニティ防災センター補助金
昭和54年度コミュニティ防災センター整備費補助
事業の実績報告について（進達）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.19
(決)昭55. 4.21
(施)昭55. 4.21

地震対策課
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6949 2 コミュニティ防災センター補助金
昭和54年度コミュニティ防災センター整備費補助
金の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

地震対策課

6950 1
コミュニティ防災センター補助金
（県費）

昭和54年度コミュニティ防災センター整備事業実
績報告書

昭和５５年度 (収)昭55. 4.10 袋井市長

6950 2
コミュニティ防災センター補助金
（県費）

昭和54年度コミュニティ防災センター整備事業実
績報告書

昭和５４年度 (収)昭55. 3.31 浜北市長

6950 3
コミュニティ防災センター補助金
（県費）

昭和54年度コミュニティ防災センター整備事業実
績報告書

昭和５５年度 (収)昭55. 4.10 焼津市長

6950 4
コミュニティ防災センター補助金
（県費）

昭和54年度コミュニティ防災センター整備事業実
績報告書

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 5 沼津市長

6950 5
コミュニティ防災センター補助金
（県費）

昭和54年度コミュニティ防災センター整備事業実
績報告書

昭和５４年度 (収)昭55. 3.31 富士市長

6950 6
コミュニティ防災センター補助金
（県費）

昭和54年度コミュニティ防災センター整備事業実
績報告書

昭和５５年度 (収)昭55. 4. 8 東伊豆町長

6951 1 浜岡地域環境調査関係綴 浜岡地域植物調査実績報告書について 昭和５３年度 (収)昭54. 3.30 横浜植生学会

6952 1
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会会議次第 昭和５１年度 (施)昭52. 2.16

6952 2
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

県原子力発電所環境安全協議会並びに県環境放射
能測定技術会における会長挨拶要旨について（う
かがい）

昭和５１年度 (起)昭52. 2. 8 水対策調整課

6952 3
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５１年度 (起)昭52. 1.10 水対策調整課

6952 4
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果のおし
らせ（No.11）の印刷について（伺い）

昭和５１年度 (起)昭51. 9. 1 水対策調整課

6952 5
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

県原子力発電所環境安全協議会並びに県環境放射
能測定技術会における会長挨拶要旨について（う
かがい）

昭和５１年度 (起)昭51.11. 8 水対策調整課

6952 6
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５１年度 (起)昭51.10.27 水対策調整課

6952 7
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

県原子力発電所環境安全協議会並びに県環境放射
能測定技術会における会長挨拶要旨について（う
かがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 8.19 水対策調整課

6952 8
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 7.  
(施)昭51. 7.24

水対策調整課

6952 9
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 4.  
(施)昭51. 4.30

水対策調整課

6952 10
昭和51年度原子力発電所環境安全
協議会

県原子力発電所環境安全協議会並びに県環境放射
能測定技術会における会長挨拶要旨について（う
かがい）

昭和５１年度 (起)昭51. 5.17 水対策調整課

6953 1
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（52年
10月～12月）の広報資料の印刷について（うかが
い）

昭和５２年度 (起)昭53. 2.20 水対策調整課
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6953 2
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射能測定技術会における会長挨拶（要旨）
について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭53. 2. 6 水対策調整課

6953 3
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５２年度 (起)昭53. 1.12 水対策調整課

6953 4
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて（伺い）

昭和５２年度 (起)昭53. 1.12 水対策調整課

6953 5
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果（52年
７月～９月）の広報資料の印刷について（うかが
い）

昭和５２年度 (起)昭52.12. 2 水対策調整課

6953 6
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射能測定技術会における会長挨拶（要旨）
について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52.11.16 水対策調整課

6953 7
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５２年度 (起)昭52.10.31 水対策調整課

6953 8
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料（No.15）の印刷について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 8.29 水対策調整課

6953 9
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射能測定技術会における会長挨拶（要旨）
について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 8.17 水対策調整課

6953 10
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて（伺い）

昭和５２年度 (起)昭52. 7.22 水対策調整課

6953 11
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５２年度 (起)昭52. 7.22 水対策調整課

6953 12
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料（No.14）の印刷について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 5.27 水対策調整課

6953 13
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて（伺い）

昭和５２年度
(起)昭52. 5.24
(決)昭52. 5.25

水対策調整課

6953 14
昭和52年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射能測定技術会における会長挨拶（要旨）
について（うかがい）

昭和５２年度 (起)昭52. 5.16 水対策調整課

6954 1
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５３年度 (起)昭54. 3.12 水対策調整課

6954 2
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射線測定技術科会における会長挨拶（要
旨）について

昭和５３年度 (起)昭54. 2.10 水対策調整課

6954 3
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて

昭和５３年度 (起)昭54. 2. 8 水対策調整課

6954 4
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５３年度
(起)昭54. 1.10
(決)昭54. 1.17
(施)昭54. 1.18

水対策調整課

6954 5
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５３年度
(起)昭53.12.14
(決)昭53.12.20
(施)昭53.12.21

水対策調整課

6954 6
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

復命書（茨城県の原子力施設周辺監視関係） 昭和５３年度 (起)昭53.11.24 水対策調整課
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6954 7
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射線測定技術科会における会長挨拶（要
旨）について

昭和５３年度 (起)昭53.11.10 水対策調整課

6954 8
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の調査研究事
業の実施について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 6
(決)昭53.11.10
(施)昭53.11.10

水対策調整課

6954 9
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５３年度
(起)昭53.10. 5
(決)昭53.10.12
(施)昭53.10.12

水対策調整課

6954 10
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５３年度 (起)昭53. 8.24 水対策調整課

6954 11
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射線測定技術科会における会長挨拶（要
旨）について

昭和５３年度 (起)昭53. 8.11 水対策調整課

6954 12
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 9
(決)昭53. 8.11
(施)昭53. 8.11

水対策調整課

6954 13
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５３年度 (起)昭53. 7.17 水対策調整課

6954 14
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員のご推薦
について

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 5
(決)昭53. 7. 6
(施)昭53. 7.13

水対策調整課

6954 15
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５３年度 (起)昭53. 6. 9 水対策調整課

6954 16
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて

昭和５３年度 (起)昭53. 5. 8 水対策調整課

6954 17
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射線測定技術科会における会長挨拶（要
旨）について

昭和５３年度 (起)昭53. 5. 8 水対策調整課

6954 18
昭和53年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５３年度 (起)昭53. 4.17 水対策調整課

6955 1
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 3.18
(決)昭55. 3.19
(施)昭55. 3.19

水対策調整課

6955 2
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料の印刷について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.22
(決)昭55. 2.22
(施)昭55. 2.23

水対策調整課

6955 3
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 4
(決)昭55. 2. 8
(施)昭55. 2.13

水対策調整課

6955 4
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会（臨時会）の
開催について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.22
(施)昭55. 1.22

水対策調整課

6955 5
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料の印刷について

昭和５４年度
(起)昭54.11.25
(決)昭54.11.28
(施)昭54.11.28

水対策調整課

6955 6
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５４年度
(起)昭54.11.12
(決)昭54.11.19
(施)昭54.11.20

水対策調整課

6955 7
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会（定例会）の
開催について

昭和５４年度
(起)昭54.10.24
(決)昭54.10.26
(施)昭54.10.29

水対策調整課

6955 8
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

復命書（静岡県原子力発電所環境安全協議会調査
研究事業）

昭和５４年度 (起)昭54.11.10 水対策調整課
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6955 9
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の調査研究事
業の実施について

昭和５４年度
(起)昭54.10.16
(決)昭54.10.23
(施)昭54.10.23

水対策調整課

6955 10
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

講師の派遣について（依頼） 昭和５４年度
(起)昭54. 9.17
(決)昭54. 9.17
(施)昭54. 9.17

水対策調整課

6955 11
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 9.10
(決)昭54. 9.11
(施)昭54. 9.11

水対策調整課

6955 12
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の委員、監事
の交替について

昭和５４年度 (収)昭54. 7.26
中部電力株式会
社

6955 13
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡周辺環境放射能調査の広報資料の送付につい
て

昭和５４年度 (起)昭54. 7. 3 水対策調整課

6955 14
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能の調査結果資料
について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.22
(決)昭54. 6.22
(施)昭54. 6.23

水対策調整課

6955 15
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料の印刷について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.24
(決)昭54. 5.25
(施)昭54. 5.28

水対策調整課

6955 16
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

昭和54年度　静岡県原子力発電所環境安全協議会
負担金の納入について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.24
(決)昭54. 5.26
(施)昭54. 5.28

水対策調整課

6955 17
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会並びに静岡県
環境放射線測定技術科会における会長挨拶（要
旨）について

昭和５４年度 (起)昭54. 5.15 水対策調整課

6955 18
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の委嘱につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.23

水対策調整課

6955 19
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の委嘱につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 5.21
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.23

水対策調整課

6955 20
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の推薦に
ついて（依頼）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.27
(決)昭54. 5. 1
(施)昭54. 5. 2

水対策調整課

6955 21
昭和54年度原子力発電所環境安全
協議会

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 4.21
(決)昭54. 4.23
(施)昭54. 4.24

水対策調整課

6956 1
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料の印刷について（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭55.11.14
資源エネルギー
課

6956 2
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の印刷
について（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭55.11.15
資源エネルギー
課

6956 3
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 9.11
(決)昭55. 9.12
(施)昭55. 9.12

資源エネルギー
課

6956 4
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の印刷
について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55.10.21
(決)昭55.10.22
(施)昭55.10.23

資源エネルギー
課

6956 5
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料の印刷について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.11
(決)昭55. 9.12
(施)昭55. 9.12

資源エネルギー
課

6956 6
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.22
(施)昭55. 9.22

資源エネルギー
課

6956 7
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

浜岡原子力発電所関係資料について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.17
(決)昭55. 9.18
(施)昭55. 9.18

資源エネルギー
課
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6956 8
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 8.16
(決)昭55. 8.18
(施)昭55. 8.18

資源エネルギー
課

6956 9
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 8.13
(決)昭55. 8.18
(施)昭55. 8.18

資源エネルギー
課

6956 10
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

復命書（福井県庁，高浜町他調査研究） 昭和５５年度 (起)昭55. 8. 4
資源エネルギー
課

6956 11
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

静岡県原子力発電所環境安全協議会の調査研究事
業の実施について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.23
(決)昭55. 6.26
(施)昭55. 6.26

資源エネルギー
課

6956 12
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事録につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 5.19
(決)昭55. 5.20
(施)昭55. 5.20

資源エネルギー
課

6956 13
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料の印刷について（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 4
(決)昭55. 6. 5
(施)昭55. 6. 6

資源エネルギー
課

6956 14
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の印刷
について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.19
(決)昭55. 5.20
(施)昭55. 5.20

資源エネルギー
課

6956 15
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

資源エネルギー
課

6956 16
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.１

静岡県原子力発電所環境安全協議会委員の委嘱に
ついて（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.15
(決)昭55. 4.16
(施)昭55. 4.16

資源エネルギー
課

6957 1
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.２

静岡県原子力発電所環境安全協議会議事について
（うかがい）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.24
(決)昭56. 2.26
(施)昭56. 2.26

資源エネルギー
課

6957 2
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.２

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の広報
資料の印刷について（うかがい）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.20
資源エネルギー
課

6957 3
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.２

浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果の印刷
について

昭和５５年度 (起)昭56. 2.20
資源エネルギー
課

6957 4
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.２

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.20
(施)昭56. 1.20

資源エネルギー
課

6957 5
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.２

静岡県原子力発電所環境安全協議会の議事につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 5
(決)昭56. 1. 7
(施)昭56. 1. 7

資源エネルギー
課

6957 6
昭和55年度原子力発電所環境安全
協議会　No.２

静岡県原子力発電所環境安全協議会の開催につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.12.10
(決)昭55.12.11
(施)昭55.12.11

資源エネルギー
課

6958 1 昭和55年度環境放射能測定技術会
保安林内松葉の採取許可申請について（うかが
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.20
(決)昭55. 5.21
(施)昭55. 5.21

資源エネルギー
課

6958 2 昭和55年度環境放射能測定技術会 保安林内立木損傷完了届について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.27
(決)昭56. 3.27
(施)昭56. 3.27

資源エネルギー
課

6958 3 昭和55年度環境放射能測定技術会 復命書（モニタリング資料採取打合） 昭和５５年度 (起)昭56. 2.27
資源エネルギー
課

6958 4 昭和55年度環境放射能測定技術会
昭和56年度環境放射能モニタリングに係る海産生
物採取計画打合せについて

昭和５５年度
(起)昭56. 1.30
(決)昭56. 2. 2
(施)昭56. 2. 2

資源エネルギー
課

6958 5 昭和55年度環境放射能測定技術会 県環境放射能測定技術会の開催について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.19
(決)昭56. 1.20
(施)昭56. 1.20

資源エネルギー
課

6958 6 昭和55年度環境放射能測定技術会 静岡県環境放射能測定技術会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55.10. 8
(決)昭55.10. 9
(施)昭55.10. 9

資源エネルギー
課
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6958 7 昭和55年度環境放射能測定技術会 静岡県環境放射能測定技術会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.30
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

資源エネルギー
課

6958 8 昭和55年度環境放射能測定技術会 環境放射能測定技術会の現地研修の実施について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 3
(決)昭55. 6. 4
(施)昭55. 6. 4

資源エネルギー
課

6958 9 昭和55年度環境放射能測定技術会
静岡県原子力発電所環境安全協議会規程及び静岡
県環境放射能測定技術会規程の一部改正について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 6
(施)昭55. 5. 6

資源エネルギー
課

6958 10 昭和55年度環境放射能測定技術会 静岡県環境放射能測定技術会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.15
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

資源エネルギー
課

6959 1
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

昭和51年度交通安全功労者・団体の表彰実施につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 6.11
(決)昭51. 6.29
(施)昭51. 6.29

交通安全対策室

6959 2
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

交通安全功労者・団体表彰の候補者（団体）の推
せん依頼について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.12
(決)昭51. 6.28
(施)昭51. 6.28

交通安全対策室

6959 3
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

交通安全功労者・団体表彰の候補者（団体）の表
彰状及び賞状の文案について

昭和５１年度 (起)昭51. 8.19 交通安全対策室

6959 4
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

県交通対策協会長表彰候補団体に対する意見につ
いて

昭和５１年度 (起)昭51. 9. 9 交通安全対策室

6959 5
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

交通安全功労者・団体の表彰式出席依頼について 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 6
(決)昭51. 9. 6
(施)昭51. 9. 7

交通安全対策室

6959 6
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

交通安全功労者・団体の表彰式次第及び表彰式出
席者について

昭和５１年度 (起)昭51. 9. 3 交通安全対策室

6959 7
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

交通安全功労者表彰式の県知事式辞について 昭和５１年度 (起)昭51. 9. 8 交通安全対策室

6959 8
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

交通安全功労者表彰式の警察本部長祝辞について 昭和５１年度
(起)昭51. 9. 8
(決)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.16

交通安全対策室

6959 9
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

昭和51年交通安全功労者・団体の表彰について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.14 交通安全対策室

6959 10
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

表彰式進行要領について 昭和５１年度 (起)昭51. 9.16 交通安全対策室

6959 11
交通安全功労者・団体表彰関係綴
（交通対策本部長）

業界別交通安全コンクール優良事業所の表彰につ
いて

昭和５１年度 (起)昭51.11.16 交通安全対策室

6960 1 天竜川河状調査委員会 名義変更届 昭和５５年度 (収)昭56. 1.28 電源開発（株）

6961 1 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所建設計画について（委員会説明
資料）

昭和５４年度 (起)昭54. 7.16 水対策調整課

6961 2 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所建設計画に係る土地利用事業に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 8.18
(決)昭53. 8.21
(施)昭53. 8.21

水対策調整課

6961 3 佐久間第二発電所Ⅱ
復命書（佐久間第２発電所計画に伴う環境モニタ
リングについて）

昭和５３年度 (起)昭53. 8.17 水対策調整課

6961 4 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所建設計画に伴う環境保全上の措
置について

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 1
(決)昭53. 8. 3
(施)昭53. 8. 3

水対策調整課

6961 5 佐久間第二発電所Ⅱ 復命書（佐久間第２発電所関係ヒヤリング） 昭和５３年度 (起)昭53. 7.10 水対策調整課
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6961 6 佐久間第二発電所Ⅱ 第75回電源開発調整審議会上程候補地点について 昭和５３年度 (収)昭53. 7. 5 環境庁

6961 7 佐久間第二発電所Ⅱ 佐久間第２発電所建設計画について 昭和５３年度
(起)昭53. 7.13
(決)昭53. 7.13
(施)昭53. 7.13

水対策調整課

6961 8 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所建設計画に係る電源開発調整審
議会に対する意見について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.27
(決)昭53. 6.30
(施)昭53. 6.30

水対策調整課

6961 9 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所計画に伴う環境影響調査につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 7.12
(決)昭53. 7.12
(施)昭53. 7.12

水対策調整課

6961 10 佐久間第二発電所Ⅱ
電源開発株式会社佐久間第２発電所建設計画につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 5
(決)昭53. 7. 5
(施)昭53. 7. 5

水対策調整課

6961 11 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所環境影響調査書に対する意見の
処理について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.27
(決)昭53. 7. 1
(施)昭53. 7. 1

水対策調整課

6961 12 佐久間第二発電所Ⅱ 復命書（佐久間第２発電所建設計画について） 昭和５３年度 (起)昭53. 6.27 水対策調整課

6961 13 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所環境影響調査書についての県意
見に対する処理について（報告）

昭和５３年度 (収)昭53. 6.27 電源開発（株）

6961 14 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所環境影響調査書についての県意
見に対する処理について（報告）

昭和５３年度 (収)昭53. 6. 9 電源開発（株）

6961 15 佐久間第二発電所Ⅱ
佐久間第２発電所建設計画に伴う環境影響調査に
対する指示処理について

昭和５３年度 (起)昭53. 6.15 水対策調整課

6961 16 佐久間第二発電所Ⅱ 佐久間第２発電所建設計画現地調査について 昭和５３年度
(起)昭53. 6. 2
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 5

水対策調整課

6961 17 佐久間第二発電所Ⅱ
復命書（佐久間第２発電所計画に伴う道路整備計
画）

昭和５３年度 (起)昭53. 5.20 水対策調整課

6961 18 佐久間第二発電所Ⅱ 電源開発株式会社佐久間第２発電所計画について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 4 経済企画庁

6961 19 佐久間第二発電所Ⅱ 佐久間第２発電所計画について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.25
(決)昭53. 4.25
(施)昭53. 4.25

水対策調整課

6962 1
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

地震防災応急届出書（浜松市） 昭和５４年度 環境衛生課

6962 2
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

地震防災強化計画（清水市） 昭和５５年度 環境衛生課

6962 3
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

熱海市水道事業地震対策計画 昭和５５年度 (収)昭55. 8.19 熱海市

6962 4
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

三島市水道事業地震対策計画 昭和５５年度 環境衛生課

6962 5
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

富士宮市地域防災計画東海地震対策 昭和５５年度 (収)昭55. 8.28 富士宮市

6962 6
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

富士市水道事業地震対策計画書 昭和５５年度 環境衛生課

6962 7
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

地震防災応急計画届出書（掛川市） 昭和５５年度 環境衛生課
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6962 8
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

御殿場市地域防災計画東海地震対策 昭和５５年度 環境衛生課

6962 9
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

地震防災応急計画届出書（袋井市） 昭和５４年度 環境衛生課

6962 10
地震防災（水道施設）応急計画
（浜松市外９市）①

水道地震防災応急計画届出書（天竜市） 昭和５４年度 環境衛生課

6963 1
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

水道地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6 浜北市長

6963 2
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

水道地震防災応急計画届出書 昭和５５年度 (収)昭55. 8.21 裾野市長

6963 3
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

水道地震防災応急計画届出書 湖西市長

6963 4
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

水道地震防災応急計画届出書 昭和５５年度 (収)昭55. 8. 5 松崎町長

6963 5
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

地震対策資料 昭和５５年度 (収)昭55. 8. 6 西伊豆町長

6963 6
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

賀茂村地域防災計画 昭和５５年度 賀茂村防災会議

6963 7
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

伊豆長岡町水道事業地震対策計画 昭和５５年度 (収)昭55. 8.23
伊豆長岡町水道
課

6963 8
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

修善寺町水道事業地震対策計画書の提出について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.15 修善寺町長

6963 9
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

韮山町水道事業地震対策計画 昭和５５年度 (収)昭55. 9. 2 韮山町

6963 10
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

大仁町地域防災計画 大仁町

6963 11
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

下田市地域防災計画について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.16 下田市長

6963 12
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

東伊豆町水道事業地震防災対策計画書
被害伊豆町水道
課

6963 13
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

河津町水道事業地震防災応急計画 河津町水道課

6963 14
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

函南町公営水道事業地震対策計画 函南町

6963 15
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

天城湯ヶ島町地域防災計画
天城湯ヶ島町防
災会議

6963 16
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

中伊豆町水道事業地震対策計画 中伊豆町

6963 17
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

水道地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6 長泉町長

6963 18
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

芝川町地震防災応急計画 芝川町
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6963 19
地震防災（水道施設）応急計画
（浜北市外18市町）②

富士川町地域防災計画 富士川町

6964 1
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

蒲原町地域防災計画 蒲原町

6964 2
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

地震防災応急計画届出書 大井川町長

6964 3
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

御前崎町水道施設地震防災強化計画 御前崎町

6964 4
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

榛原町上水道地震防災強化計画 榛原町

6964 5
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

相良町水道事業地震防災強化計画 昭和５５年度 相良町水道課

6964 6
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

水道地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6 吉田町長

6964 7
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

地震防災応急計画送付書 昭和５５年度 (収)昭55. 8.18 本川根町長

6964 8
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

大東町地域防災計画 大東町

6964 9
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

地震防災応急計画届出書 昭和５５年度 (収)昭55. 4.22 大須賀町長

6964 10
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

浜岡町水道事業地震防災強化計画 昭和５５年度 浜岡町水道課

6964 11
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

小笠町水道施設地震防災強化計画 小笠町水道課

6964 12
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

菊川町水道施設震災対策計画書 菊川町水道課

6964 13
地震防災（水道施設）応急計画
（蒲原町外11町）③

水道地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6 春野町長

6965 1
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

由比町水道事業地震防災応急計画 由比町

6965 2
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

静岡市水道施設震災対策計画 昭和５３年度
静岡市水道局水
道部

6965 3
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

由比町地域防災計画 由比町

6965 4
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

地震防災応急計画届出書 昭和５６年度 (収)昭56.11.30 岡部町長

6965 5
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

地震対策強化計画の提出について 昭和５６年度 (収)昭56. 8.26 中川根町長

6965 6
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

磐田市水道施設震災対策応急計画 磐田市水道課

6965 7
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

森町水道事業地震対策計画 森町水道課
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6965 8
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

引佐町水道事業地震対策計画の提出について 昭和５５年度 (収)昭55.12.26 引佐町長

6965 9
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

伊東市水道部地震対策計画 伊東市水道部

6965 10
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

富士川町水道事業地震防災応急計画 富士川町

6965 11
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

静岡市水道事業地震対策計画（案） 昭和５４年度
静岡市水道局水
道部

6965 12
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (収)昭55. 3.25 三ヶ日町長

6965 13
地震防災（水道施設）応急計画
（静岡市外９市町）④

沼津市地域防災計画 昭和５５年度 沼津市防災会議

6966 1
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

浅羽町水道事業地震対策計画書 昭和５５年度 浅羽町水道課

6966 2
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

福田町水道施設震災対策応急計画 福田町

6966 3
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

竜洋町水道事業地震災害対策計画 竜洋町

6966 4
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

豊田町水道課地震対策計画 豊田町水道課

6966 5
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

水道地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6 豊岡村長

6966 6
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

龍山村水道部門地震防災強化計画の送付について 昭和５５年度 (収)昭55. 4.16 龍山村長

6966 7
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

水道地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6 佐久間町長

6966 8
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

水道地震防災応急計画届出書 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 6 水窪町長

6966 9
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

舞阪町水道事業地震対策計画 舞阪町水道課

6966 10
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

新居町水道事業地震対策計画 新居町水道課

6966 11
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

雄踏町応急給水計画 雄踏町

6966 12
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

細江町水道事業地震対策計画 細江町水道課

6966 13
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

焼津市水道局地震防災応急計画 焼津市水道局

6966 14
地震防災（水道施設）応急計画
（焼津市外12町村）⑤

沼津市地域防災計画 昭和５５年度 沼津市防災会議

6967 1 52春の叙勲関係 昭和52年春の叙勲について 昭和５２年度 (収)昭52. 4.30 秘書課
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6967 2 52春の叙勲関係 昭和52年春の叙勲内示について 昭和５２年度 (収)昭52. 4. 5 秘書課

6967 3 52春の叙勲関係 昭和52年春の叙勲候補者関係書類の提出について 昭和５１年度
(起)昭51.10.30
(決)昭51.11. 2
(施)昭51.11. 2

社会課

6967 4 52春の叙勲関係 昭和52年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度 (収)昭51.11.16 秘書課

6967 5 52春の叙勲関係 昭和52年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.11. 2
(決)昭51.11. 2
(施)昭51.11. 2

社会課

6967 6 52春の叙勲関係 昭和52年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭51.10.13
(決)昭51.10.20
(施)昭51.10.20

社会課

6968 1 52秋の叙勲関係 昭和52年秋の勲章受賞者について 昭和５２年度 (収)昭52.10.26 秘書課

6968 2 52秋の叙勲関係 昭和52年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度 (収)昭52. 4.27 秘書課

6968 3 52秋の叙勲関係 昭和52年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52. 4.16
(決)昭52. 4.16
(施)昭52. 4.16

社会課

6968 4 52秋の叙勲関係 昭和52年秋の勲章伝達について 昭和５２年度 (収)昭52.10.31 秘書課

6968 5 52秋の叙勲関係 昭和52年秋の叙勲内定者の調査について 昭和５２年度 (収)昭52.10. 4 秘書課

6968 6 52秋の叙勲関係 昭和52年秋の叙勲候補者関係書類の提出について 昭和５２年度 (起)昭52. 5.10 社会課

6968 7 52秋の叙勲関係 昭和52年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５１年度
(起)昭52. 3.25
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.26

社会課

6969 1 52秋の褒章関係 昭和52年褒章受賞者について 昭和５２年度 (収)昭52.11. 9 秘書課

6969 2 52秋の褒章関係 昭和52年秋の褒章内示について 昭和５２年度 (収)昭52.10.26 秘書課

6969 3 52秋の褒章関係
昭和52年秋の藍綬褒章および黄綬褒章候補者の決
定について

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 9 秘書課

6969 4 52秋の褒章関係 昭和52年秋の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52. 5.26
(決)昭52. 5.27
(施)昭52. 5.30

社会課

6969 5 52秋の褒章関係 昭和52年秋の褒章候補者関係書類の提出について 昭和５２年度
(起)昭52. 6.16
(決)昭52. 6.16
(施)昭52. 6.16

社会課

6969 6 52秋の褒章関係 昭和52年秋の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52. 4.18
(決)昭52. 4.20
(施)昭52. 4.20

社会課

6970 1 52死亡者叙勲関係　No.１ 叙勲候補者の推せんについて（死亡） 昭和５２年度 (起)昭52. 5. 4 社会課

6971 1 52死亡者叙勲関係　No.２ 叙位の内申について 昭和５２年度 (収)昭52. 5.20 金谷町

6972 1 53春の叙勲関係 昭和53年度春の叙勲について 昭和５３年度 (収)昭53. 5. 2 秘書課
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6972 2 53春の叙勲関係 昭和53年春の勲章受賞者について 昭和５３年度 (起)昭53. 4.27 社会課

6972 3 53春の叙勲関係 昭和53年春の叙勲内示について 昭和５３年度 (収)昭53. 4. 3 秘書課

6972 4 53春の叙勲関係
昭和53年春の叙勲候補者の関係書類の提出につい
て

昭和５２年度
(起)昭52.10.24
(決)昭52.10.25
(施)昭52.10.25

社会課

6972 5 53春の叙勲関係
昭和53年春の叙勲候補者の推せんについて（決
定）

昭和５２年度 (収)昭52.10. 3 秘書課

6972 6 53春の叙勲関係 昭和53年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度 (起)昭52. 9.29 社会課

6972 7 53春の叙勲関係 昭和53年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭52. 8.24
(決)昭52. 8.30
(施)昭52. 8.30

社会課

6973 1 53秋の叙勲関係 昭和53年秋の叙勲について 昭和５３年度 (収)昭53.10.27 秘書課

6973 2 53秋の叙勲関係 昭和53年秋の叙勲内示について 昭和５３年度 (収)昭53.10. 2 秘書課

6973 3 53秋の叙勲関係 昭和53年秋の叙勲候補者の決定について 昭和５２年度
(起)昭53. 2.23
(決)昭53. 2.25
(施)昭53. 2.25

社会課

6973 4 53秋の叙勲関係 昭和53年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭53. 2.20
(決)昭53. 2.21
(施)昭53. 2.21

社会課

6973 5 53秋の叙勲関係 昭和53年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭53. 1.24
(決)昭53. 1.24
(施)昭53. 1.24

社会課

6974 1 53春の褒章関係 昭和53年春の褒章内示について 昭和５２年度 (収)昭53. 3.20 秘書課

6974 2 53春の褒章関係 昭和53年春の褒章候補者関係書類の提出について 昭和５２年度
(起)昭52.11.18
(決)昭52.11.21
(施)昭52.11.21

社会課

6974 3 53春の褒章関係 昭和53年春の褒章候補者の決定について 昭和５２年度
(起)昭52.11.15
(決)昭52.11.15
(施)昭52.11.15

社会課

6974 4 53春の褒章関係 昭和53年春の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度 (起)昭52.11. 8 社会課

6975 1 53秋の褒章関係 昭和53年秋の褒章受賞者の決定について 昭和５３年度 (起)昭53.10.24 社会課

6975 2 53秋の褒章関係 昭和53年秋の褒章内示について 昭和５３年度 (収)昭53. 9.16 秘書課

6975 3 53秋の褒章関係 昭和53年秋の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭53. 2.27
(決)昭53. 3. 1
(施)昭53. 3. 1

社会課

6975 4 53秋の褒章関係 昭和53年秋の褒章候補者関係書類の提出について 昭和５２年度
(起)昭53. 3.23
(決)昭53. 3.24
(施)昭53. 3.24

社会課

6975 5 53秋の褒章関係 昭和53年秋の褒章候補者の決定について 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 8
(決)昭53. 3. 8
(施)昭53. 3. 8

社会課

6975 6 53秋の褒章関係 昭和53年秋の褒章候補者の推せんについて 昭和５２年度
(起)昭53. 1.30
(決)昭53. 1.30
(施)昭53. 1.30

社会課
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6976 1 公有財産契約関係② 土地の購入について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.24
(決)昭55. 3.21
(施)昭55. 3.21

静岡財務事務所

6976 2 公有財産契約関係② 市有財産賃貸借契約の更新について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.19
(決)昭56. 3.19
(施)昭56. 3.19

静岡財務事務所

6976 3 公有財産契約関係② 市有財産賃貸借契約の更新について 昭和５４年度
(起)昭55. 3. 3
(決)昭55. 3. 5
(施)昭55. 3. 6

静岡財務事務所

6976 4 公有財産契約関係② 用途廃止財産の引継について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.28
(決)昭55. 2.29
(施)昭55. 2.29

静岡財務事務所

6976 5 公有財産契約関係② 行政財産の用途廃止について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.29
(決)昭55. 2.27
(施)昭55. 2.27

静岡財務事務所

6977 1 中部民生事務所掛川支所関係
中部民生事務所掛川支所用地一部売却に伴う所有
権移転登記について

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 1
(決)昭54. 3. 5
(施)昭54. 3. 6

社会課

6977 2 中部民生事務所掛川支所関係
中部民生事務所掛川支所の建物の撤去及び増改築
について

昭和５２年度 (起)昭52. 6.18 社会課

6977 3 中部民生事務所掛川支所関係
中部民生事務所掛川支所の建物及び工作物に係る
用途廃止について

昭和５２年度 (起)昭52. 6.17 社会課

6977 4 中部民生事務所掛川支所関係 掛川支所用地に係る払下げ申請について 昭和５１年度 (起)昭52. 3.19 社会課

6977 5 中部民生事務所掛川支所関係
中部民生事務所掛川支所用地に係る用途廃止につ
いて

昭和５１年度
(起)昭52. 3.15
(決)昭52. 3.24
(施)昭52. 3.24

社会課

6977 6 中部民生事務所掛川支所関係
中部民生事務所掛川支所用地の譲渡に係る覚書に
ついて

昭和５１年度
(起)昭52. 3.19
(決)昭52. 3.25
(施)昭52. 3.25

社会課

6977 7 中部民生事務所掛川支所関係
中部民生事務所掛川支所用地の一部払下げについ
て

昭和５１年度 (起)昭52. 3. 3 社会課

6977 8 中部民生事務所掛川支所関係 報告　掛川支所用地について 昭和５１年度 (起)昭52. 2.28 社会課

6977 9 中部民生事務所掛川支所関係 復命書（掛川支所用地にともなう立会） 昭和５１年度 (起)昭52. 2.12 社会課

6977 10 中部民生事務所掛川支所関係 掛川支所庁舎にかかる使用許可更新について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 2
(決)昭52. 2. 5
(施)昭52. 2. 5

社会課

6977 11 中部民生事務所掛川支所関係 県有地地質調査実施について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.20
(決)昭52. 1.25
(施)昭52. 1.25

社会課

6977 12 中部民生事務所掛川支所関係
中部民生事務所掛川支所の土地の一部売却にとも
なう掛川市との覚書の作成について

昭和５１年度 (起)昭52. 1.  社会課

6977 13 中部民生事務所掛川支所関係
掛川市が県有地の地質調査を実施する場合におけ
る県の条件について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.14
(決)昭52. 1.17
(施)昭52. 1.17

社会課

6977 14 中部民生事務所掛川支所関係 県有財産の鑑定依頼について 昭和５１年度
(起)昭51.12. 4
(決)昭51.12. 6
(施)昭51.12. 7

社会課

6977 15 中部民生事務所掛川支所関係 中部民生事務所掛川支所用地の一部処分について 昭和５１年度 (起)昭51.11.20 社会課

6977 16 中部民生事務所掛川支所関係
復命書（掛川支所の土地見分と支所長との協議に
ついて）

昭和５１年度 (起)昭51. 7.23 社会課
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6978 1 墓地調査票（御殿場市） 墓地の実態調査の実施について 昭和５４年度 (収)昭55. 3.26 御殿場保健所

6979 1
墓地調査票（御殿場市２・小山
町）

墓地調査票（御殿場市２） 昭和５２年度 御殿場保健所

6979 2
墓地調査票（御殿場市２・小山
町）

墓地調査票（小山町） 昭和５２年度 御殿場保健所

6980 1 墓地調査票（引佐町） 墓地調査票（引佐町） 昭和５２年度 環境衛生課

6981 1 墓地調査表（三島市・富士市） 墓地調査表（三島市） 昭和５２年度 環境衛生課

6981 2 墓地調査表（三島市・富士市） 墓地調査表（富士市） 昭和５２年度 環境衛生課

6982 1 墓地調査表（浜北市・春野町） 墓地調査表（浜北市） 昭和５２年度 環境衛生課

6982 2 墓地調査表（浜北市・春野町） 墓地調査表（春野町） 昭和５２年度 環境衛生課

6983 1 墓地調査表（大東町・菊川町） 墓地調査表（大東町） 昭和５２年度 環境衛生課

6983 2 墓地調査表（大東町・菊川町） 墓地調査表（菊川町） 昭和５２年度 環境衛生課

6984 1 墓地調査表（豊岡村・水窪町） 墓地の実態調査の実施について（豊岡村） 昭和５５年度 (収)昭55. 8.28 環境衛生課

6984 2 墓地調査表（豊岡村・水窪町） 墓地調査表（水窪町） 昭和５２年度 環境衛生課

6985 1 墓地調査表（浜岡町Ⅰ） 墓地調査表（浜岡町Ⅰ） 昭和５２年度 環境衛生課

6986 1 墓地調査表（浜岡町Ⅱ） 墓地調査表（浜岡町Ⅱ） 昭和５２年度 環境衛生課

6987 1 墓地調査票（小笠町） 墓地調査票（個人営）　昭和54年度調査 昭和５４年度 (収)昭55. 3. 5 環境衛生課

6988 1
墓地調査票（川根町、中川根町、
本川根町）

墓地調査票（川根町） 昭和５２年度 環境衛生課

6988 2
墓地調査票（川根町、中川根町、
本川根町）

墓地調査票（中川根町） 昭和５２年度 環境衛生課

6988 3
墓地調査票（川根町、中川根町、
本川根町）

墓地調査票（本川根町） 昭和５２年度 環境衛生課

6989 1
墓地調査票（細江町、湖西市、新
居町、可美村、大須賀町、雄踏
町、三ヶ日町）

墓地調査票（細江町） 昭和５５年度 (収)昭55. 6. 2 環境衛生課

6989 2
墓地調査票（細江町、湖西市、新
居町、可美村、大須賀町、雄踏
町、三ヶ日町）

墓地調査票（湖西市、新居町、可美村、雄踏町） 昭和５２年度 環境衛生課
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6989 3
墓地調査票（細江町、湖西市、新
居町、可美村、大須賀町、雄踏
町、三ヶ日町）

墓地調査票（大須賀町） 昭和５２年度 環境衛生課

6989 4
墓地調査票（細江町、湖西市、新
居町、可美村、大須賀町、雄踏
町、三ヶ日町）

墓地実態調査結果について 昭和５４年度 (収)昭54.12.21 環境衛生課

6989 5
墓地調査票（細江町、湖西市、新
居町、可美村、大須賀町、雄踏
町、三ヶ日町）

墓地の実態調査結果について 昭和５２年度 環境衛生課

6990 1
昭和53年度建設労働者福祉セン
ター建設経過

建設労働者福祉センター建設経過の記録 昭和５３年度 職業安定課

6990 2
昭和53年度建設労働者福祉セン
ター建設経過

建設労働者福祉センターの誘致新聞記事 昭和５３年度 (起)昭53. 8.29 職業安定課

6990 3
昭和53年度建設労働者福祉セン
ター建設経過

復命書（建設労働者福祉センター建設打合せ） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.19 職業安定課

6990 4
昭和53年度建設労働者福祉セン
ター建設経過

復命書（建設労働者福祉センター建設打合せ） 昭和５４年度 (起)昭54. 4.28 職業安定課

6991 1
昭和54年度建設労働者福祉セン
ター設置要望関係（覚書・要望
書）

建設労働者福祉センター建設内定について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.16
(決)昭54. 2.23
(施)昭54. 2.23

職業安定課

6991 2
昭和54年度建設労働者福祉セン
ター設置要望関係（覚書・要望
書）

建設労働者福祉センターの設置について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.16
(決)昭54. 2.23
(施)昭54. 2.23

職業安定課

6991 3
昭和54年度建設労働者福祉セン
ター設置要望関係（覚書・要望
書）

「建設労働者福祉センター」の設置に関する要望
について

昭和５３年度
(起)昭53.10.25
(決)昭53.11.13
(施)昭53.11.14

職業安定課

6991 4
昭和54年度建設労働者福祉セン
ター設置要望関係（覚書・要望
書）

浜松市からの要望について 昭和５３年度 (起)昭53. 5.17 職業安定課

6991 5
昭和54年度建設労働者福祉セン
ター設置要望関係（覚書・要望
書）

浜松建設労働者福祉センターの設置に係る覚書に
ついて

昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.24
(施)昭54.12.24

職業安定課

6991 6
昭和54年度建設労働者福祉セン
ター設置要望関係（覚書・要望
書）

浜松建設労働者福祉センターの設置に係る覚書の
締結について

昭和５４年度
(起)昭54.11.22
(決)昭54.11.28
(施)昭54.11.28

職業安定課

6991 7
昭和54年度建設労働者福祉セン
ター設置要望関係（覚書・要望
書）

浜松建設労働者福祉センターの建設に関する協定
書について

昭和５４年度
(起)昭54.12.10
(決)昭54.12.24
(施)昭54.12.24

職業安定課

6991 8
昭和54年度建設労働者福祉セン
ター設置要望関係（覚書・要望
書）

浜松建設労働者福祉センターの建設に関する協定
書について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.11.22
(決)昭54.11.28
(施)昭54.11.28

職業安定課

6992 1
浜松建設労働福祉センター建設関
係図面

浜松建設労働福祉センター建設関係図面 昭和５３年度 職業安定課

6993 1
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

復命書（建設労働者福祉センター建設打合せ） 昭和５４年度 (起)昭54.10. 3 職業安定課

6993 2
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

浜松建設労働者福祉センター新築工事の環境説明
及び入札について

昭和５４年度 (収)昭54.10.11
雇用促進事業団
経理担当理事

6993 3
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

復命書（建設労働者福祉センター建設工事現場説
明及び入札立会）

昭和５４年度 (起)昭54.10.31 職業安定課

6993 4
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

新聞報告 昭和５４年度 (起)昭54.11. 1 職業安定課
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6993 5
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

浜松建設労働者福祉センター機械設備工事および
電気設備工事の現場説明並びに入札について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.29
(決)昭55. 1.30
(施)昭55. 1.30

職業安定課

6993 6
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

浜松建設労働者福祉センター電気設備工事の現場
説明及び入札について

昭和５４年度 (収)昭55. 1.28
雇用促進事業団
経理担当理事

6993 7
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

浜松建設労働者福祉センター機械設備工事の現場
説明及び入札について

昭和５４年度 (収)昭55. 1.28
雇用促進事業団
経理担当理事

6993 8
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

浜松建設労働者福祉センター昇降機設備工事の入
札について

昭和５４年度 (収)昭55. 2. 5
雇用促進事業団
経理担当理事

6993 9
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

浜松建設労働者福祉センターの竣工及び開所につ
いての打合せ

昭和５５年度 (起)昭55.10.16 職業安定課

6993 10
建設労働者福祉センター建設　
No.３（工事入札関係）

浜松建設労働者福祉センターの業務運営開始の促
進について

昭和５５年度 (収)昭55.10.17
雇用促進事業団
建設労働部長

6994 1
浜松建設労働福祉センター協定
書・覚書

浜松建設労働者福祉センター設置に係る覚書の締
結について

昭和５４年度 (起)昭54.11.28 職業安定課

6994 2
浜松建設労働福祉センター協定
書・覚書

浜松建設労働者福祉センターの建設に関する協定
書の締結について

昭和５４年度 (起)昭54.11.28 職業安定課

6995 1
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センター所長の任命について 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 9
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2.14

職業安定課

6995 2
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センター落成式における知事
あいさつについて

昭和５５年度 (起)昭56. 2. 9 職業安定課

6995 3
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センター工事進捗状況 昭和５４年度 (起)昭55. 3.27 職業安定課

6995 4
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

復命書（浜松建設労働者福祉センター落成式打合
せ）

昭和５５年度 (起)昭56. 1.28 職業安定課

6995 5
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センター所長の任命について 昭和５５年度 (起)昭56. 1.16 職業安定課

6995 6
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センターの愛称について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 7
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.12

職業安定課

6995 7
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センターの愛称及び部屋名に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.11.17
(決)昭55.11.25
(施)昭55.11.25

職業安定課

6995 8
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センター竣工式等の時期につ
いて

昭和５４年度 (起)昭55. 1. 6 職業安定課

6995 9
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センター竣工式等の時期につ
いて

昭和５５年度 (起)昭55.12. 9 職業安定課

6995 10
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

復命書（浜松建設労働者福祉センター竣工式等の
打合せ）

昭和５５年度 (起)昭55.12.17 職業安定課

6995 11
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センターの施設利用料金の設
定について

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 6
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.12

職業安定課

6995 12
浜松建設労働者福祉センター　
No.１

浜松建設労働者福祉センターの施設利用料につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.12. 2
(決)昭55.12. 9
(施)昭55.12.15

職業安定課

6996 1
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センター運営委託契約書 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 1 職業安定課
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6996 2
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センター運営状況報告に
ついて

平成　元年度
(起)平 1. 4.28
(決)平 1. 5. 1
(施)平 1. 5. 1

職業安定課

6996 3
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センターにおける承認申
請等について

平成　元年度
(起)平 1. 4.28
(決)平 1. 4.28
(施)平 1. 4.28

職業安定課

6996 4
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

福祉施設所長の任免について（報告） 平成　２年度
(起)平 2. 4.18
(決)平 2. 4.19
(施)平 2. 4.19

職業安定課

6996 5
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センター所長の任命につ
いて

平成　４年度
(起)平 4. 4. 2
(決)平 4. 4. 9
(施)平 4. 4.10

職業安定課

6996 6
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センターにおける物品の
不用決定承認申請書の提出について

平成　３年度
(起)平 3. 6.12
(決)平 3. 6.14
(施)平 3. 6.14

職業安定課

6996 7
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センター所長の任命につ
いて

平成　元年度
(起)平 1. 4.13
(決)平 1. 4.17
(施)平 1. 4.17

職業安定課

6996 8
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センターの運営協議会の
実施報告について

平成　元年度
(起)平 1. 4.13
(決)平 1. 4.17
(施)平 1. 4.17

職業安定課

6996 9
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

建設労働者研修福祉センター運営に係る各種承
認・協議・報告事項について

昭和５９年度 (収)昭60. 3.19
雇用促進事業団
建設労働部普及
指導課

6996 10
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

建設労働者研修福祉センター運営要領の一部改正
について

昭和６０年度
(起)昭60.12.26
(決)昭61. 1. 4
(施)昭61. 1. 4

職業安定課

6996 11
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センターにおける事業計
画等の承認申請について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

職業安定課

6996 12
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センター運営再委託契約
の締結について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 6. 4
(施)昭59. 6. 4

職業安定課

6996 13
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センターにおける事業計
画等の承認について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 1
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.25

職業安定課

6996 14
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者研修福祉センター再委託契約の承
認願いについて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

職業安定課

6996 15
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

建設労働者研修福祉センター運営委託契約の締結
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

職業安定課

6996 16
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

建設労働者福祉センター運営要領の全部改正につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58.12.20
(決)昭59. 1. 6
(施)昭59. 1. 6

職業安定課

6996 17
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者福祉センターに於ける事業計画等
承認について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.25
(決)昭58. 4.25
(施)昭58. 4.25

職業安定課

6996 18
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者福祉センターにおける事業計画等
承認について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

職業安定課

6996 19
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者福祉センター敷地の土地賃貸借契
約について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 3.31

職業安定課

6996 20
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者福祉センター運営委託契約の締結
について

昭和５５年度 (起)昭56. 3.17 職業安定課

6996 21
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者福祉センター運営委託契約の締結
について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.14
(決)昭56. 2.16
(施)昭56. 2.16

職業安定課
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6996 22
浜松建設労働者福祉センター運営
本委託契約書

浜松建設労働者福祉センター運営再委託と契約等
事務手続きについて

昭和５５年度
(起)昭56. 2.16
(決)昭56. 2.16
(施)昭56. 2.16

職業安定課

6997 1
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.１

清水港湾労働福祉センター設立の件 昭和５３年度 (起)昭54. 1.31 職業安定課

6997 2
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.１

清水港湾労働者福祉センター建設用地についての
お願い

昭和５３年度 (起)昭53. 7. 3 職業安定課

6997 3
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.１

清水港湾労働者福祉センターの設置希望について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.26
(決)昭52. 8.30
(施)昭52. 8.31

職業安定課

6997 4
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.１

清水港湾労働者福祉センターの設置計画について 昭和５２年度 (収)昭52. 8. 8
労働省職業安定
局特別雇用対策
課長

6997 5
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.１

清水港湾労働者福祉センターの設置希望調査につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 8.23
(決)昭52. 8.24
(施)昭52. 8.24

職業安定課

6997 6
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.１

全国港湾厚生施設一覧表（昭和52年11月１日現
在）

昭和５２年度 (起)昭52. 6.27 職業安定課

6998 1
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

昭和55年度港湾労働者福祉センターの設置につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.15
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

職業安定課

6998 2
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

昭和55年度港湾労働者福祉センターの設置につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 4.15
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

職業安定課

6998 3
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

復命書（港湾労働者福祉センターの用件） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.27 職業安定課

6998 4
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

復命書（港湾労働者福祉センター建設用地用件） 昭和５４年度 (起)昭55. 3.19 職業安定課

6998 5
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

復命書（港湾労働者福祉センターについて） 昭和５４年度 (起)昭54. 8. 7 職業安定課

6998 6
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

港湾労働者福祉センターの設置について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 3
(決)昭54. 7.13
(施)昭54. 8. 6

職業安定課

6998 7
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

復命書（清水港管理局） 昭和５４年度 (起)昭54. 8.14 職業安定課

6998 8
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

港湾労働者福祉センターの敷地斡せん依頼につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 7.13
(決)昭54. 7.19
(施)昭54. 7.19

職業安定課

6998 9
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

港湾労働者福祉センターの建設について 昭和５５年度 (起)昭55. 5.21 職業安定課

6998 10
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

港湾労働者福祉センターの建設について 昭和５４年度 (起)昭54. 5.30 職業安定課

6998 11
港湾労働者福祉センター関係綴　
No.２

全国港湾厚生施設一覧表（昭和53年９月１日現
在）

昭和５４年度 (起)昭54. 7. 9 職業安定課

6999 1
内国為替取引規程設定認可綴（浜
名漁港協同組合外４組合）

内国為替取引規程の設定について（認可） 昭和５１年度
(起)昭51. 4.24
(決)昭51. 4.26
(施)昭51. 4.27

水産課

6999 2
内国為替取引規程設定認可綴（浜
名漁港協同組合外４組合）

内国為替取引規程認可申請書 昭和５１年度 (収)昭51. 4.15
浜名漁業協同組
合
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6999 3
内国為替取引規程設定認可綴（浜
名漁港協同組合外４組合）

内国為替取引規程認可申請書 昭和５１年度 (収)昭51. 4.15
焼津漁業協同組
合

6999 4
内国為替取引規程設定認可綴（浜
名漁港協同組合外４組合）

内国為替取引規程認可申請書 昭和５１年度 (収)昭51. 4.15
南伊豆漁業協同
組合

6999 5
内国為替取引規程設定認可綴（浜
名漁港協同組合外４組合）

内国為替取引規程認可申請書 昭和５１年度 (収)昭51. 4.15
由比港漁業協同
組合

6999 6
内国為替取引規程設定認可綴（浜
名漁港協同組合外４組合）

内国為替取引規程の設定について（大井川漁業協
同組合）

昭和５１年度
(起)昭52. 3.28
(決)昭52. 3.30
(施)昭52. 3.31

水産課

7000 1 福田漁港防災林指定解除申請 福田漁港における防災林の指定解除等について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.17
(決)昭54. 7.17
(施)昭54. 7.24

漁港課

7000 2 福田漁港防災林指定解除申請
福田漁港における防災林の指定解除等について
（副申）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.29
(決)昭54. 5.30
(施)昭54. 5.30

漁港課

7001 1
土石流危険渓流関係書類　昭和51
年度危険渓流調書

昭和51年度危険渓流調書 昭和５１年度 砂防課

7002 1
土石流危険渓流関係書類　昭和52
年度危険渓流調書

土石流危険渓流調査票の追加送付ついて 昭和５３年度
(起)昭53. 7.14
(決)昭53. 7.15
(施)昭53. 7.15

砂防課

7002 2
土石流危険渓流関係書類　昭和52
年度危険渓流調書

土石流危険渓流に関する資料の提出について 昭和５３年度 (起)昭53. 6. 9 砂防課

7003 1
土石流危険渓流関係書類　昭和52
年度非危険渓流調書

昭和52年度調査非土石流危険渓流調査 昭和５２年度 砂防課

7004 1
土石流危険渓流関係書類　昭和53
年度危険渓流調書　No.１

土石流危険渓流および危険区域調査　現地調査票
（伊豆地域）

昭和５３年度 砂防課

7005 1
土石流危険渓流関係調書　昭和53
年度危険区域調査（伊豆）

土石流危険渓流および危険区域調査　危険区域調
査票（伊豆地域）

昭和５３年度 砂防課

7006 1
土石流危険渓流関係調書　昭和54
年度危険区域調査表（１）

土石流危険渓流及び危険区域現地調査表 昭和５４年度
明治コンサルタ
ント株式会社

7007 1
土石流危険渓流関係調書　昭和54
年度危険区域調査表（２）

土石流危険渓流及び危険区域現地調査表 昭和５４年度
明治コンサルタ
ント株式会社

7008 1
土石流危険渓流関係調書　昭和54
年度危険区域調査表（賀茂村、西
伊豆町）

土石流危険渓流及び危険区域現地調査表 昭和５４年度
（株）建設基礎
調査設計事務所

7009 1
土石流危険渓流関係調書　昭和54
年度危険区域調査表（戸田村～清
水市）

土石流危険渓流及び危険区域現地調査表 昭和５４年度
静岡コンサルタ
ント株式会社

7010 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（安倍川上流域土石流危険区域調
査）

安倍川上流域土石流危険区域調査業務委託報告書 昭和５４年度
アジア航測株式
会社

7011 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（図面：静岡土木事務所）

土石流危険予想渓流及び危険予想区域調査 昭和５５年度 砂防課

7012 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土石流氾濫区域調査：島田～天
竜事務所）

土石流危険渓流および危険区域調査　土石流氾濫
区域調査表　昭和56年３月

昭和５５年度 砂防課
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7012 2
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土石流氾濫区域調査：島田～天
竜事務所）

土石流危険渓流および危険区域調査　土石流氾濫
区域調査表　（様式－２）

昭和５５年度 砂防課

7013 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：浜松土木事務所）
①

浜松市 昭和５５年度 砂防課

7013 2
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：浜松土木事務所）
①

引佐町 昭和５５年度 砂防課

7013 3
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：浜松土木事務所）
①

細江町 昭和５５年度 砂防課

7013 4
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：浜松土木事務所）
①

三ケ日町 昭和５５年度 砂防課

7013 5
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：浜松土木事務所）
①

新居町 昭和５５年度 砂防課

7013 6
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：浜松土木事務所）
①

湖西市 昭和５５年度 砂防課

7014 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（現地調査表：浜松土木事務所）
②

土石流危険渓流および危険区域調査　危険渓流調
査表

昭和５５年度 砂防課

7015 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土石流危険渓流箇所表・市町村
別集計表）

土石流危険渓流箇所表・市町村別集計表 昭和５５年度 砂防課

7016 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（危険区域調査表）

土石流危険渓流および危険区域調査　危険区域調
査表　昭和56年３月

昭和５５年度 砂防課

7017 1
土石流危険渓流及び危険区域調査
（土石流氾濫区域調査）

土石流危険渓流および危険区域調査　土石流氾濫
区域調査表　（様式－２）

昭和５５年度 砂防課

7018 1
清水港海岸（高潮）事業防波堤基
本設計委託報告書

昭和55年度清水港海岸（高潮）事業堤防基本設計
委託　報告書

昭和５５年度
清水港管理事務
所

7019 1
清水港海岸（高潮）事業防波堤詳
細設計委託報告書

昭和55年度清水港海岸（高潮）事業堤防詳細設計
委託　報告書

昭和５５年度
清水港管理事務
所

7020 1
相良港海岸（侵食）対策事業堤防
（嵩上）設計委託報告書

昭和55年度相良港海岸浸食対策事業堤防（嵩上）
設計委託　報告書

昭和５５年度
御前崎土木事務
所

7021 1
国庫補助金交付要綱（一部改正を
含む）

果樹花き振興対策関係補助事業交付要綱 昭和５３年度 農林水産省

7021 2
国庫補助金交付要綱（一部改正を
含む）

農蚕園芸振興事業市道推進費補助金交付要綱の一
部改正について

昭和５３年度 (収)昭53.11.13 関東農政局

7021 3
国庫補助金交付要綱（一部改正を
含む）

果樹花き振興対策関係補助事業交付要綱の一部改
正について

昭和５４年度 (収)昭54.11. 8 関東農政局

7021 4
国庫補助金交付要綱（一部改正を
含む）

果樹花き振興対策関係補助事業交付要綱の一部改
正について

昭和５３年度 (収)昭53.11.13 関東農政局
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7021 5
国庫補助金交付要綱（一部改正を
含む）

果樹花き振興対策関係補助事業交付要綱の一部改
正について

昭和５２年度 (収)昭52. 9.16 関東農政局

7021 6
国庫補助金交付要綱（一部改正を
含む）

果樹花き関係補助事業交付要綱通達集 昭和５２年度 農林省

7021 7
国庫補助金交付要綱（一部改正を
含む）

果樹花き振興対策関係補助事業交付要綱の一部改
正について

昭和５１年度 (収)昭51.10.20 関東農政局

7022 1
補助金実施要領（一部改正を含
む）

グレープフルーツ自由化関連特別対策実施要綱の
一部改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 5.30 関東農政局

7022 2
補助金実施要領（一部改正を含
む）

グレープフルーツ自由化関連特別対策実施要綱の
一部改正について

昭和５４年度 (収)昭54.11.12 関東農政局

7022 3
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹花き振興対策関係通達集 昭和５４年度 農林水産省

7022 4
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹生産振興対策事業実施要領の一部改正につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 2
(決)昭54. 8. 3
(施)昭54. 8. 3

みかん園芸課

7022 5
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹生産振興対策事業の事業実施計画書等の様式
についての一部改正について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.16
(決)昭54. 9.17
(施)昭54. 9.17

みかん園芸課

7022 6
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹花き振興対策関係補助金交付要綱 昭和５４年度 農林水産省

7022 7
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹生産振興対策事業実施要領の制定について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.26
(施)昭53. 9.27

みかん園芸課

7022 8
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果実等流通対策事業の実施についての一部改正に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.30
(施)昭53. 9.30

みかん園芸課

7022 9
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果実等流通対策事業実施要領の一部改正について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.30
(施)昭53. 9.30

みかん園芸課

7022 10
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果実生産出荷安定基金等設置事業実施要領の一部
改正について

昭和５４年度 (収)昭54. 8.18 農林水産省

7022 11
補助金実施要領（一部改正を含
む）

果樹生産振興対策事業の事業実施計画等の様式に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 9.25
(決)昭53. 9.26
(施)昭53. 9.27

みかん園芸課

7023 1
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員推せんの一名分
取消について

昭和５２年度
(起)昭52.11.15
(決)昭52.11.  
(施)昭52.11.  

教職員課

7023 2
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員の推せんについ
て

昭和５２年度
(起)昭52.10. 8
(決)昭52.10.  
(施)昭52.10.  

教職員課

7023 3
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員の選考について
（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52.11. 7
(決)昭52.11.  
(施)昭52.11.  

教職員課

7023 4
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員の募集について
（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 8.29
(決)昭52. 8.  
(施)昭52. 9. 1

教職員課

7023 5
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和52年度在外日本人学校等派遣教員研修会の開
催について

昭和５１年度 (起)昭52. 2.21 教職員課

7023 6
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和52年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 4
(決)昭52. 2. 7

教職員課

7023 7
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和52年度在外教育施設派遣教員について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 1
(決)昭52. 2. 2

教職員課
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7023 8
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

ヴェノスアイレス日本人学校派遣教員の派遣期間
の延長について

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 1
(決)昭52. 2. 2

教職員課

7023 9
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

クアラルンプール日本人学校派遣教員の派遣期間
の短縮について（回答）

昭和５１年度
(起)昭51.12.15
(決)昭51.12.20
(施)昭51.12.21

教職員課

7023 10
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和52年度在外日本人学校等派遣教員選考対象者
について（回答）

昭和５１年度 教職員課

7023 11
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和52年度在外日本人学校等派遣教員選考対象者
について

昭和５１年度
(起)昭51.11.19
(決)昭51.11.  
(施)昭51.11.20

教職員課

7023 12
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設の管理職の募集について（回答） 昭和５１年度
(起)昭51.11. 6
(決)昭51.11. 9
(施)昭51.11. 9

教職員課

7023 13
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設の管理職の募集について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 7
(決)昭51.10. 8

教職員課

7023 14
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

日本人学校等派遣教員の派遣期間の延長について
（回答）

昭和５１年度
(起)昭51.12. 1
(決)昭51.12.  
(施)昭51.12.  

教職員課

7023 15
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

昭和52年度在外日本人学校等派遣教員の募集につ
いて（回答）

昭和５１年度 (起)昭51.10.21 教職員課

7023 16
昭和51、52在外日本人学校派遣教
員関係

日本人学校等派遣教員に関する調査について（回
答）

昭和５１年度 (起)昭51. 9.16 教職員課

7024 1
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.25
(決)昭54. 1.  

教職員課

7024 2
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員経費交付金請求
について（第２回）

昭和５３年度
(起)昭54. 3. 7
(決)昭54. 3. 8
(施)昭54. 3.  

教職員課

7024 3
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員経費交付金請求
について

昭和５３年度
(起)昭53.11.16
(決)昭53.11.20
(施)昭53.11.20

教職員課

7024 4
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員経費交付金の申
請について

昭和５３年度
(起)昭53.10.13
(決)昭53.10.  
(施)昭53.10.  

教職員課

7024 5
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員経費交付金に係
る資料の提出について（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 8
(決)昭53. 7.15

教職員課

7024 6
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５３年度
(起)昭53. 9.27
(決)昭53. 9.  

教職員課

7024 7
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員の推せんについ
て（伺い）

昭和５３年度
(起)昭53. 7.18
(決)昭53. 7.  
(施)昭53. 7.20

教職員課

7024 8
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

在外教育施設派遣教員経費交付金にかかる資料の
提出について（伺い）

昭和５３年度 (起)昭53. 7.20 教職員課

7024 9
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

在外教育施設派遣教員に係る経費交付金制度の新
設に伴う調査について（回答）

昭和５２年度
(起)昭53. 3.27
(施)昭53. 3.27

教職員課

7024 10
昭和53年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５２年度
(起)昭53. 1.27
(決)昭53. 2.  
(施)昭53. 2.  

教職員課

7025 1
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員経費に係る調査
について（回答）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.11
(決)昭54. 4.11
(施)昭54. 4.11

義務教育課

7025 2
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和53年度在外教育施設派遣教員軽費交付金に係
る実績報告書の提出について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.19
(決)昭54. 4.19
(施)昭54. 4.19

義務教育課
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7025 3
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

在外教育施設派遣教員に関する事務担当者名簿の
提出について（回答）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.25
(決)昭54. 4.25
(施)昭54. 4.25

義務教育課

7025 4
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

在外教育施設派遣教員に係る委嘱状の送付につい
て（送付）

昭和５４年度
(起)昭54. 5.17
(決)昭54. 5.17
(施)昭54. 5.17

義務教育課

7025 5
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員に係る調査につ
いて（報告）

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 9
(決)昭54. 6. 9
(施)昭54. 6. 9

義務教育課

7025 6
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５４年度
(起)昭54. 7. 7
(決)昭54. 7. 7
(施)昭54. 7. 7

義務教育課

7025 7
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 7
(決)昭54. 9. 8
(施)昭54. 9. 8

義務教育課

7025 8
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て（通知）

昭和５４年度
(起)昭54.10. 2
(決)昭54.10. 2
(施)昭54.10. 2

義務教育課

7025 9
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員経費交付金の申
請について

昭和５４年度
(起)昭54.10.18
(決)昭54.10.18
(施)昭54.10.18

義務教育課

7025 10
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

在外教育施設への教員派遣に関する規則等の写の
送付について

昭和５４年度
(起)昭54.11.13
(決)昭54.11.14
(施)昭54.11.14

義務教育課

7025 11
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員経費交付金請求
について

昭和５４年度
(起)昭54.11.20
(決)昭54.11.20
(施)昭54.11.20

義務教育課

7025 12
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員の推薦取り下げ
について

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 8
(決)昭55. 1. 8
(施)昭55. 1. 8

義務教育課

7025 13
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

在外教育施設派遣教員の帰国について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.21
(施)昭55. 1.21

義務教育課

7025 14
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.21
(決)昭55. 1.21
(施)昭55. 1.21

義務教育課

7025 15
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員経費に係る調査
について（依頼）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.26

義務教育課

7025 16
昭和54年在外日本人学校派遣教員
関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員経費交付金請求
書の提出について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.14
(決)昭55. 3.14

義務教育課

7026 1
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員経費に係る調査
について（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 7
(施)昭55. 4. 9

義務教育課

7026 2
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和54年度在外教育施設派遣教員経費交付金に係
る実績報告書の提出について（報告）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.22
(施)昭55. 4.23

義務教育課

7026 3
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員の推薦について
（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.28
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 5. 1

義務教育課

7026 4
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設派遣教員に関する事務担当者名簿の
提出について（回答）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.30
(決)昭55. 4.30
(施)昭55. 5. 1

義務教育課

7026 5
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設派遣教員に係る委嘱状の送付につい
て（送付）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.15
(決)昭55. 5.15
(施)昭55. 5.16

義務教育課

7026 6
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和55年３月末帰国在外教育施設派遣教員の指導
実践記録等の提出について（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.30
(決)昭55. 5.30
(施)昭55. 6. 2

義務教育課

7026 7
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

海外移住者子弟の日本語指導教員の派遣について
（依頼）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 5

義務教育課
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7026 8
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員の推薦について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.19
(決)昭55. 6.21
(施)昭55. 6.23

義務教育課

7026 9
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和55年度海外子女教育セミナーの開催について 昭和５５年度 (起)昭55. 7.11 義務教育課

7026 10
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員選考試験につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 9.18
(決)昭55. 9.18
(施)昭55. 9.18

義務教育課

7026 11
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設派遣教員志望辞退届について 昭和５５年度
(起)昭55. 9.25
(決)昭55. 9.25
(施)昭55. 9.29

義務教育課

7026 12
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設派遣教員志望辞退届について 昭和５５年度 (起)昭55.10.11 義務教育課

7026 13
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員経費交付申請に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55.10.14
(決)昭55.10.18
(施)昭55.10.15

義務教育課

7026 14
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設派遣教員志望辞退届について 昭和５５年度 (起)昭55.12.15 義務教育課

7026 15
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.17
(決)昭56. 1.17
(施)昭56. 1.17

義務教育課

7026 16
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員候補者の決定等
について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.17
(決)昭56. 1.19
(施)昭56. 1.19

義務教育課

7026 17
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員内定者について
（通知）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.26
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.26

義務教育課

7026 18
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員について（回
答）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.26
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.27

義務教育課

7026 19
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員内定者研修会の
講師について（回答）

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 5
(決)昭56. 2. 6
(施)昭56. 2. 6

義務教育課

7026 20
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員経費交付金請求
について

昭和５５年度
(起)昭56. 2. 5
(決)昭56. 2. 9
(施)昭56. 2.10

義務教育課

7026 21
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和55年度在外教育施設派遣教員経費交付金請求
について

昭和５５年度
(起)昭55.11.21
(決)昭55.11.22
(施)昭55.11.22

義務教育課

7026 22
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設派遣教員の帰国について（通知） 昭和５５年度
(起)昭56. 2. 6
(決)昭56. 2. 6

義務教育課

7026 23
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

在外教育施設派遣教員志望者健康診断書について
（通知）

昭和５５年度 (起)昭56. 2.18 義務教育課

7026 24
昭和55年～在外日本人学校派遣教
員関係

昭和56年度在外教育施設派遣教員軽費に係る調査
について（依頼）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.25
(施)昭56. 3.25

義務教育課

7027 1 畑の小作料に関する調査結果 昭和51年度　畑の小作料に関する調査結果 昭和５１年度 全国農業会議所

7028 1 田畑売買価格調査（昭和51年度） 昭和51年度　田畑売買価格当に関する調査結果 昭和５１年度 静岡県農業会議

7029 1 田畑売買価格調査（昭和52年度） 昭和52年度　田畑売買価格当に関する調査結果 昭和５２年度 静岡県農業会議

7030 1 田畑売買価格調査（昭和53年度） 昭和53年度　田畑売買価格当に関する調査結果 昭和５３年度 静岡県農業会議
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7031 1 田畑売買価格調査（昭和54年度） 昭和54年度　田畑売買価格当に関する調査結果 昭和５４年度 静岡県農業会議

7032 1 田畑売買価格調査（昭和55年度） 昭和55年度　田畑売買価格当に関する調査結果 昭和５５年度 静岡県農業会議

7033 1 農家経済調査報告（昭和51年度） 昭和51年度　農家経済調査報告 昭和５１年度
農林水産省統計
情報部

7034 1 農家経済調査報告（昭和52年度） 昭和52年度　農家経済調査報告 昭和５２年度
農林水産省統計
情報部

7035 1 農家経済調査報告（昭和53年度） 昭和53年度　農家経済調査報告 昭和５３年度
農林水産省統計
情報部

7036 1 農家経済調査報告（昭和54年度） 昭和54年度　農家経済調査報告 昭和５４年度
農林水産省統計
情報部

7037 1 農家経済調査報告（昭和55年度） 昭和55年度　農家経済調査報告 昭和５５年度
農林水産省統計
情報部

7038 1 農家生計費統計（昭和55年度） 昭和55年度　農家生計費統計 昭和５５年度
農林水産省統計
情報部

7039 1 農地の移動と転用（昭和51年） 昭和51年度　農地の移動と転用 昭和５２年度
農林省構造改善
局

7040 1 農地の移動と転用（昭和52年） 昭和52年度　農地の移動と転用 昭和５３年度
農林省構造改善
局

7041 1 農地の移動と転用（昭和53年） 昭和53年度　農地の移動と転用 昭和５４年度
農林省構造改善
局

7042 1 農地の移動と転用（昭和54年） 昭和54年度　農地の移動と転用 昭和５５年度
農林省構造改善
局

7043 1 農地の移動と転用（昭和55年） 昭和55年度　農地の移動と転用 昭和５６年度
農林省構造改善
局

7044 1 昭和54年度行財政対策委員会 行財政部会分科会検討結果報告書の概要 昭和５４年度 人事課

7044 2 昭和54年度行財政対策委員会 行財政対策委員会行政部会協議資料 人事課

7045 1
昭和55年度行財政対策委員会関係
綴

行財政対策委員会の開催延期について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.21
(決)昭55. 7.22
(施)昭55. 7.22

人事課

7045 2
昭和55年度行財政対策委員会関係
綴

行財政対策委員会の開催について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.10
(決)昭55. 7.11
(施)昭55. 7.11

人事課

7045 3
昭和55年度行財政対策委員会関係
綴

第３回行財政対策委員会行政部会幹事会の開催に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.22
(決)昭55. 6.23
(施)昭55. 6.23

人事課

7045 4
昭和55年度行財政対策委員会関係
綴

昭和55年度第２回行財政対策委員会行政部会幹事
会の開催について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 5
(施)昭55. 6. 5

人事課

7045 5
昭和55年度行財政対策委員会関係
綴

昭和55年度第１回行財政対策委員会行政部会幹事
会の開催について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.28
(決)昭55. 5.28
(施)昭55. 5.28

人事課

7046 1 井川梅地現場事務所売払い 県有財産（建物）の売払いについて 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.28
(施)昭56. 3.30

管財課
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7047 1 磐田土地改良事務所 県有財産（建物）の売払いについて 昭和５５年度
(起)昭55.10.30
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 5

管財課

7048 1 旧静岡大学農学部跡地所属替 旧静岡大学農学部跡地の所属替について 昭和５５年度
(起)昭55. 3. 4
(決)昭55. 3.11
(施)昭55. 4. 1

管財課

7048 2 旧静岡大学農学部跡地所属替
旧静岡大学農学部磐田農場跡地の所属替えについ
て

昭和５４年度 (収)昭54.11. 6
静岡県警察本部
長

7048 3 旧静岡大学農学部跡地所属替 旧静岡大学農学部跡地の所属替について 昭和５５年度
(起)昭55. 3. 7
(決)昭55. 3.11
(施)昭55. 4. 1

管財課

7048 4 旧静岡大学農学部跡地所属替 旧静大農学部跡地の所属替について 昭和５４年度 (収)昭54.10.24 農業水産部長

7049 1 国分跡地（静岡南警察署買収地）
土地収用に係る課税特例証明書（事前協議）の提
出について

昭和５５年度
(起)昭55.10. 6
(決)昭55.10.14
(施)昭55.10.14

管財課

7049 2 国分跡地（静岡南警察署買収地） 土地買受けに係る覚書の締結について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 1
(決)昭55. 8.14
(施)昭55. 8.14

管財課

7049 3 国分跡地（静岡南警察署買収地） 土地買受けにかかる覚書の締結について 昭和５５年度 (起)昭55. 7. 8 管財課

7049 4 国分跡地（静岡南警察署買収地） 不動産鑑定評価手数料の支払について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.24
(決)昭55. 6.25
(施)昭55. 6.25

管財課

7050 1
大阪物産公舎（伺い、引継、譲
渡）

所有権移転登記の嘱託について 昭和５５年度
(起)昭55.11.10
(決)昭55.11.10
(施)昭55.11.15

管財課

7050 2
大阪物産公舎（伺い、引継、譲
渡）

県有財産の売払いについて 昭和５５年度
(起)昭55. 9.16
(決)昭55.10. 2
(施)昭55.10. 2

管財課

7050 3
大阪物産公舎（伺い、引継、譲
渡）

県有財産の売払いについて 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 7
(決)昭55. 7.17
(施)昭55. 7.17

管財課

7051 1 柑橘試験場伊豆分場 県有財産の売り払いについて 昭和５５年度
(起)昭55. 9. 8
(決)昭55. 9.10
(施)昭55. 9.10

管財課

7052 1
農業試験場高冷地分場 道路敷譲
与

県有財産（土地）の譲与について 昭和５５年度
(起)昭56. 1. 8
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.13

管財課

7053 1 旧貿易会館払下 所有権移転登記の嘱託について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.12
(決)昭55. 8.13
(施)昭55. 8.13

管財課

7053 2 旧貿易会館払下 旧貿易館の売払いについて 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 4
(決)昭55. 7. 5
(施)昭55. 7. 5

管財課

7053 3 旧貿易会館払下 県有財産（建物）の払下げについて 昭和５４年度 (収)昭55. 2. 1 清水市長

7054 1 榛原保健所職員公舎 公有財産の所属替えについて 昭和５５年度
(起)昭55. 9.24
(決)昭55. 9.26
(施)昭55. 9.26

管財課

7054 2 榛原保健所職員公舎 榛原町職員公舎の所属替引継ぎについて 昭和４５年度
(起)昭45. 5.28
(決)昭45. 7.25
(施)昭45. 7.25

管財課

7054 3 榛原保健所職員公舎 榛原町職員公舎の企業局一時使用について 昭和４４年度
(起)昭44.12.12
(決)昭45. 1. 6
(施)昭45. 1. 6

管財課

7055 1 農業用施設の点検調査報告書 55農業用施設の点検調査業務　報告書 昭和５５年度 農地企画課
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7056 1
心身障害者扶養共済制度条例規則
改正準則綴

静岡県心身障害者扶養共済制度条例及び同施行規
則の改正に伴う通知について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 4
(決)昭55. 4. 8
(施)昭55. 4. 8

障害福祉課

7056 2
心身障害者扶養共済制度条例規則
改正準則綴

静岡県心身障害者扶養共済制度条例・施行規則及
び事務処理要領の改正に伴う通知について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.29
(決)昭55. 3.31
(施)昭55. 3.31

障害福祉課

7056 3
心身障害者扶養共済制度条例規則
改正準則綴

静岡県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一
部改正について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.29

障害福祉課

7056 4
心身障害者扶養共済制度条例規則
改正準則綴

静岡県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正に
ついて

昭和５４年度
(起)昭55. 1.24
(決)昭55. 2.12
(施)昭55. 3.25

障害福祉課

7056 5
心身障害者扶養共済制度条例規則
改正準則綴

静岡県心身障害者扶養共済制度条例の改正に伴う
市町村への広報依頼について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.23
(決)昭55. 2.23
(施)昭55. 2.23

障害福祉課

7056 6
心身障害者扶養共済制度条例規則
改正準則綴

静岡県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正に
伴う諸様式の作成について

昭和５４年度 (起)昭55. 2.27 障害福祉課

7056 7
心身障害者扶養共済制度条例規則
改正準則綴

心身障害者扶養共済制度の改正について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.28
厚生省児童家庭
局

7057 1 有給・派遣例規・要綱・要領
有給教育訓練休暇奨励給付金及び職業訓練派遣奨
励給付金の事務等について

昭和５６年度 (収)昭56. 6. 1
労働省職業訓練
局

7057 2 有給・派遣例規・要綱・要領
「有給教育訓練休暇奨励給付金支給要綱」及び
「職業訓練派遣奨励給付金要綱」の一部改正につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 6.14
(決)昭55. 8. 1
(施)昭55. 8. 8

職業訓練課

7057 3 有給・派遣例規・要綱・要領
「有給教育訓練休暇奨励給付金支給要綱」及び
「職業訓練派遣奨励給付金要綱」の一部改正につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 7
(決)昭54. 5.31
(施)昭54. 6. 8

職業訓練課

7057 4 有給・派遣例規・要綱・要領
「有給教育訓練休暇奨励給付金支給要綱」及び
「職業訓練派遣奨励給付金要綱」の一部改正につ
いて

昭和５３年度
(起)昭54. 3.20
(決)昭54. 3.26
(施)昭54. 3.30

職業訓練課

7057 5 有給・派遣例規・要綱・要領 静岡県告示第690号・第691号 昭和５３年度 (起)昭53. 8. 9 職業訓練課

7057 6 有給・派遣例規・要綱・要領
「有給教育訓練休暇奨励給付金支給要綱」の全部
改正及び「職業訓練派遣奨励給付金要綱」の一部
改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.12
(決)昭53. 7.13
(施)昭53. 7.17

職業訓練課

7057 7 有給・派遣例規・要綱・要領
「有給教育訓練休暇奨励給付金支給要綱」及び
「職業訓練派遣奨励給付金要綱」の一部改正につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.14
(決)昭52. 7.11
(施)昭52. 7.11

職業訓練課

7057 8 有給・派遣例規・要綱・要領
「有給教育訓練休暇奨励給付金支給要綱」及び
「職業訓練派遣奨励給付金要綱」の一部改正につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 6.14
(決)昭51. 8. 6
(施)昭51. 8.24

職業訓練課

7057 9 有給・派遣例規・要綱・要領 雇用保険法施行規則の一部改正等について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.28 職業訓練課

7057 10 有給・派遣例規・要綱・要領
有給教育訓練休暇奨励給付金に係る雇用保険法施
行規則・有給教育訓練休暇奨励給付金支給要領当
の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50.11.27
(決)昭50.12. 4
(施)昭50.12. 5

職業訓練課

7057 11 有給・派遣例規・要綱・要領
「有給教育訓練休暇奨励給付金支給要綱」及び
「職業訓練派遣奨励給付金要綱」の一部改正につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 7. 9
(決)昭50.10.22
(施)昭50.10.22

職業訓練課
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7058 1 関係法令集綴 漁業再建整備特別措置法の施行について 昭和５１年度 (収)昭51. 6. 9 農林事務次官

7058 2 関係法令集綴 漁業経営維持安定資金制度の運用について 昭和５１年度 (収)昭51. 6. 9 水産庁長官

7058 3 関係法令集綴 漁業経営維持安定資金制度の事務処理について 昭和５１年度 (収)昭51. 6. 9 水産庁長官

7058 4 関係法令集綴
漁業用燃油対策特別資金融通助成事業実施要領の
制定について

昭和５１年度 (収)昭51. 6. 4 農林事務次官

7058 5 関係法令集綴
漁業用燃油対策特別資金融通助成事業実施要領の
運用について

昭和５１年度 (収)昭51. 6. 4 水産庁長官

7058 6 関係法令集綴 漁業再建整備特別措置法関係法令 昭和５１年度

7058 7 関係法令集綴
租税特別措置法第79条の規定に基づく漁船の登録
免許税の軽減に係る証明の扱いの改正について

昭和５１年度 (収)昭51. 5.11 水産庁長官

7058 8 関係法令集綴 事務決済規程の改正について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.15 水産課

7058 9 関係法令集綴 船員法第３次適用拡大の実施について 昭和５０年度 (収)昭51. 2. 2 農業水産部長

7059 1
地域沿岸漁業構造改善計画樹立調
査事業実施報告書（沼津市）

昭和54年度漁業振興事業の宍視実績報告について 昭和５５年度 (起)昭55. 4. 5 漁業課

7059 2
地域沿岸漁業構造改善計画樹立調
査事業実施報告書（沼津市）

昭和54年度沿岸漁業施設整備対策事業費補助金の
交付確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 5.10
(決)昭55. 5.14
(施)昭55. 5.14

漁業課

7059 3
地域沿岸漁業構造改善計画樹立調
査事業実施報告書（沼津市）

復命書（昭和54年度完了検査）大井川町 昭和５５年度 (起)昭55. 4. 2 漁業課

7059 4
地域沿岸漁業構造改善計画樹立調
査事業実施報告書（沼津市）

復命書（昭和54年度完了検査）沼津市 昭和５５年度 (起)昭55. 5. 2 漁業課

7059 5
地域沿岸漁業構造改善計画樹立調
査事業実施報告書（沼津市）

昭和54年度沿岸漁業施設整備対策事業費補助金の
交付決定について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.19
(決)昭55. 3.27
(施)昭55. 3.27

漁業課

7059 6
地域沿岸漁業構造改善計画樹立調
査事業実施報告書（沼津市）

昭和54年度沿岸漁業施設整備対策事業費補助金の
内示について

昭和５４年度
(起)昭54.10. 1
(決)昭54.10. 3
(施)昭54.10. 4

漁業課

7059 7
地域沿岸漁業構造改善計画樹立調
査事業実施報告書（沼津市）

昭和54年度漁業振興事業費の交付申請手続につい
て

昭和５４年度 (起)昭54.12.20 漁業課

7060 1 船明ダム協定

「船明ダムの潜水開始の日から船明ダムから天竜
川下流用水の取水を開始する迄の期間における船
明ダムおよび船明発電所の運営についての覚書」
の締結について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.22
(決)昭52. 2.22
(施)昭52. 2.22

農地企画課

7061 1
静岡県人事関係法規集（51.
５.10）

静岡県人事関係法規集　（51.５.10） 昭和５１年度 人事課

7062 1
静岡県人事関係法規集　追録第
21・22号

静岡県人事関係法規集　追録第21・22号　（51.
６.25）

昭和５１年度 人事課

7063 1
静岡県人事関係法規集　追録第31
号

静岡県人事関係法規集　追録第31号　（54.
９.20）

昭和５４年度 人事課
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7064 1
静岡県人事関係法規集　追録第32
号

静岡県人事関係法規集　追録第32号　（55.
３.15）

昭和５４年度 人事課

7065 1
静岡県人事関係法規集　追録第
29・30号

静岡県人事関係法規集　追録第29・30号　（54.
３.30）

昭和５３年度 人事課

7066 1
静岡県人事関係法規集　追録第33
号

静岡県人事関係法規集　追録第33号　（55.
７.30）

昭和５５年度 人事課

7067 1
静岡県人事関係法規集　追録第
23・24号

静岡県人事関係法規集　追録第23・24号　（52.
３.25）

昭和５１年度 人事課

7068 1
静岡県人事関係法規集　追録第25
～28号

静岡県人事関係法規集　追録第25～28号 昭和５２年度 人事課

7069 1
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

「オキシダント緊急時対策実施要領」の一部改正
について

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 8
(決)昭51. 4.14
(施)昭51. 4.14

大気保全課

7069 2
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

光化学オキシダントに係る緊急時対策の打合会開
催について

昭和５１年度
(起)昭51.10.18
(決)昭51.10.23
(施)昭51.10.24

大気保全課

7069 3
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

福田沖の光化学スモッグについて 昭和５１年度 (起)昭51.10.13 大気保全課

7069 4
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

光化学オキシダントに係る情報資料提供について
（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.14
(決)昭51. 4.14
(施)昭51. 4.14

大気保全課

7069 5
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

広報原稿について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.25
(決)昭51. 5.26
(施)昭51. 5.26

大気保全課

7069 6
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

定例部長会議報告事項について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(決)昭51. 4.17
(施)昭51. 4.17

大気保全課

7069 7
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

昭和51年度の光化学オキシダント監視体制の実施
について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.17
(決)昭51. 4.18
(施)昭51. 4.18

大気保全課

7069 8
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

静岡県光化学オキシダント情報実施要領改正につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.13
(決)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.16

大気保全課

7069 9
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

光化学オキシダント緊急時対策の行政無線使用に
ついて（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.20
(施)昭51. 4.20

大気保全課

7069 10
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

光化学オキシダントの気象情報の提供について
（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.20
(施)昭51. 4.20

大気保全課

7069 11
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

光化学オキシダント緊急時対策について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(決)昭51. 4.20
(施)昭51. 4.20

大気保全課

7069 12
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

昭和51年度光化学オキシダント体制打合会の開催
について

昭和５１年度 (起)昭51. 4. 2 大気保全課

7069 13
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

光化学オキシダント監視体制について（依頼） 昭和５１年度
(起)昭51. 9.28
(決)昭51.10. 8
(施)昭51.10. 8

大気保全課

7069 14
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

光化学オキシダント情報・注意法等の放送依頼に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 5. 6
(決)昭51. 5.10

大気保全課

7069 15
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

光化学オキシダント情報・注意報等の放送依頼に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.24
(決)昭51. 4.26
(施)昭51. 4.26

大気保全課

7069 16
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑦

昭和51年度光化学オキシダント緊急時対策につい
て（依頼）

昭和５１年度
(起)昭51. 4.23
(決)昭51. 4.26
(施)昭51. 4.26

大気保全課
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7070 1
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑧

光化学オキシダントに係る情報及び緊急時対策の
打合会開催について

昭和５１年度
(起)昭51.11.18
(決)昭51.11.22
(施)昭51.11.24

大気保全課

7070 2
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑧

光化学オキシダント情報測定点との打合せについ
て

昭和５１年度
(起)昭52. 3.29
(決)昭52. 3.31
(施)昭52. 3.31

大気保全課

7070 3
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑧

復命書（福田町にオキシダント計を設置する件に
ついて）

昭和５１年度 (起)昭52. 3. 2 大気保全課

7070 4
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑧

昭和52年度光化学オキシダント体制について（照
会）

昭和５１年度
(起)昭52. 3. 7
(決)昭52. 3.14
(施)昭52. 3.15

大気保全課

7070 5
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑧

昭和52年度における光化学オキシダント緊急時発
令状況及び情報実施毛塚について

昭和５１年度
(起)昭51.12.23
(決)昭51.12.24
(施)昭51.12.24

大気保全課

7070 6
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑧

昭和51年度における光化学オキシダント緊急時発
令状況及び情報実施毛塚について

昭和５１年度
(起)昭52. 1.20
(決)昭52. 1.24
(施)昭52. 1.24

大気保全課

7070 7
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑧

光化学反応による大気汚染対策に係る資料の作成
について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.17
(決)昭52. 2.26
(施)昭52. 2.26

大気保全課

7071 1
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

「静岡県大気汚染緊急時対策実施要綱」及び「オ
キシダント緊急時対策実施要領」の一部改正につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 4
(決)昭52. 4. 8
(施)昭52. 4. 8

大気保全課

7071 2
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

光化学オキシダント監視体制について 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 7
(決)昭52. 4. 8
(施)昭52. 4. 8

大気保全課

7071 3
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

「静岡県光化学オキシダント情報実施要領」の一
部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 6
(決)昭52. 4. 8
(施)昭52. 4. 8

大気保全課

7071 4
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

昭和52年度の光化学オキシダント監視体制の打合
会開催について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 5
(決)昭52. 4. 8
(施)昭52. 4. 8

大気保全課

7071 5
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

光化学オキシダントに係る情報資料提供について
（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 6
(決)昭52. 4. 8
(施)昭52. 4. 8

大気保全課

7071 6
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

光化学オキシダント監視体制での行政無線使用に
ついて（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 8
(決)昭52. 4.13
(施)昭52. 4.14

大気保全課

7071 7
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

昭和52年度光化学オキシダント監視体制について 昭和５２年度
(起)昭52. 4. 8
(決)昭52. 4.13
(施)昭52. 4.14

大気保全課

7071 8
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

光化学オキシダントに関する気象情報の提供につ
いて（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 8
(決)昭52. 4.13
(施)昭52. 4.14

大気保全課

7071 9
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

光化学オキシダント情報・注意報等の放送につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 4.18
(決)昭52. 4.21
(施)昭52. 4.21

大気保全課

7071 10
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

光化学オキシダント緊急時対策について 昭和５２年度
(起)昭52. 4.25
(決)昭52. 4.28
(施)昭52. 4.28

大気保全課

7071 11
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑨

光化学オキシダント緊急時に係るばい煙減少計画
について

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 5
(決)昭52. 4. 8
(施)昭52. 4. 8

大気保全課

7072 1
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

「オキシダント緊急時対策実施要領」の別表及び
別図等の改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.31
(施)昭53. 4. 1

大気保全課

7072 2
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

「静岡県光化学オキシダント情報実施要領」の別
表１及び２の改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 3.25
(決)昭53. 3.31
(施)昭53. 4. 1

大気保全課
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7072 3
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

昭和53年度光化学オキシダント監視体制について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.11
(決)昭53. 4.12
(施)昭53. 4.12

大気保全課

7072 4
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

光化学オキシダントに係る情報資料提供について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 6
(決)昭53. 4.14
(施)昭53. 4.14

大気保全課

7072 5
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

光化学オキシダント緊急時に係るばい煙減少計画
について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.11
(決)昭53. 4.14
(施)昭53. 4.14

大気保全課

7072 6
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

光化学オキシダントに係る気象情報の提供につい
て（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.13
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.17

大気保全課

7072 7
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

光化学オキシダント緊急時対策について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.13
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.17

大気保全課

7072 8
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

光化学オキシダント情報・注意報等の放送につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 4.13
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.17

大気保全課

7072 9
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

光化学オキシダント監視体制での行政無線使用に
ついて（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.14
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.17

大気保全課

7072 10
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

光化学オキシダント予報、緊急時における報道機
関への連絡について（依頼）

昭和５３年度
(起)昭53. 4.14
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.17

大気保全課

7072 11
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

昭和53年度光化学オキシダント監視体制について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.13
(決)昭53. 4.17
(施)昭53. 4.17

大気保全課

7072 12
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

昭和53年度光化学オキシダント緊急時発令状況及
びオキシダント情報実施結果について

昭和５３年度
(起)昭54. 1. 9
(決)昭54. 1.10
(施)昭54. 1.10

大気保全課

7072 13
光化学オキシダント対策（監視体
制・発令状況等）⑩

光化学オキシダント予報、緊急時における連絡体
制について（依頼）

昭和５３年度 (起)昭53. 7.14 大気保全課

7073 1
光化学オキシダント緊急時発令基
準の変更

オキシダント自動計測器による測定値の動的校正
目盛への換算係数について

昭和５２年度 (収)昭53. 3.14
環境庁大気保全
局

7073 2
光化学オキシダント緊急時発令基
準の変更

復命書（オキシダントの緊急時の措置の基準改正
の説明会）

昭和５２年度 (起)昭52. 4.11 大気保全課

7074 1 茶凍霜害実態資料
昭和55年４月18日の茶凍霜害実態資料（昭和55年
12月）

昭和５５年度
静岡県経済農業
協同組合連合会

7075 1
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

給付関係業務に使用するゴム印の作成について 昭和５２年度
(起)昭52.12.21
(施)昭53. 1. 5

雇用保険課

7075 2
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

会計検査院の実施検査により指摘された事項の措
置について

昭和５２年度
(起)昭53. 1. 5
(施)昭53. 1.12

雇用保険課

7075 3
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付の当面の措置の再延長について 昭和５２年度
(起)昭53. 1.19
(施)昭53. 1.20

雇用保険課

7075 4
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭53. 1.11
(施)昭53. 1.26

雇用保険課

7075 5
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭53. 1.26
(施)昭53. 2. 3

雇用保険課

7075 6
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の施行
について

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 1
(決)昭53. 2. 6
(施)昭53. 2. 7

雇用保険課

7075 7
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

給付事務担当者会議の開催について 昭和５２年度
(起)昭53. 2. 8
(決)昭53. 2.14
(施)昭53. 2.20

雇用保険課
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7075 8
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

特定不況業種離職者臨時措置法第18条の規定に基
づく雇用保険法の特例の取扱について

昭和５２年度
(起)昭53. 2. 1
(施)昭53. 2.21

雇用保険課

7075 9
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険の失業給付受給資格者のしおりの一部改
訂について

昭和５２年度 (起)昭53. 3. 3 雇用保険課

7075 10
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭53. 2.17
(施)昭53. 3. 7

雇用保険課

7075 11
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

失業給付の不正受給に関する情報について 昭和５２年度
(起)昭53. 3. 2
(施)昭53. 3. 9

雇用保険課

7075 12
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭53. 3.13
(施)昭53. 3.20

雇用保険課

7075 13
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

広域延長給付の措置を定める告示及び労働大臣の
指定する地域を定める告示の制定について

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 3
(施)昭53. 4.11

雇用保険課

7075 14
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

自己就職者の不正受給の防止及び早期摘発の強化
について

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 3
(施)昭53. 4.11

雇用保険課

7075 15
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法施行規則の一部を改正について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 3
(施)昭53. 4.11

雇用保険課

7075 16
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

加除式による「援護業務要領集」の送付について 昭和５３年度 (起)昭53. 5. 1 雇用保険課

7075 17
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

日雇労働者給付金の団体職員の代理受領について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.26
(決)昭53. 4.26
(施)昭53. 4.27

雇用保険課

7075 18
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(施)昭53. 4.28

雇用保険課

7075 19
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

通所手当の支給に関して労働大臣の定める地域を
定める告示の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 4.24
(施)昭53. 4.28

雇用保険課

7075 20
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

日雇労働求職者給付金の日額等を改正する告示の
施行に伴う業務取扱要領の改訂について

昭和５３年度
(起)昭53. 5. 1
(施)昭53. 5. 8

雇用保険課

7075 21
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.27
(施)昭53. 6. 8

雇用保険課

7075 22
昭和53年雇用保険給付例規（１月
～６月）

労働大臣が指定する公共職業安定所（口座振込実
施安定所）を定める告示の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.15
(決)昭53. 6.28
(施)昭53. 6.28

雇用保険課

7076 1
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53. 7. 5
(施)昭53. 7.12

雇用保険課

7076 2
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険失業給付不正受給の状況について 昭和５３年度 (収)昭53. 8.14
労働省職業安定
局

7076 3
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53. 8. 1
(決)昭53. 8. 9
(施)昭53. 8. 9

雇用保険課

7076 4
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53. 8.15
(決)昭53. 8.19
(施)昭53. 8.19

雇用保険課

7076 5
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険審査給付関係業務担当者会議の開催につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 1
(施)昭53. 9. 2

雇用保険課

7076 6
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53. 9.13
(施)昭53. 9.19

雇用保険課
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7076 7
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

広域延長給付の措置を定める告示の一部を改正す
る告示及び労働大臣の指定する地域を定める告示
の一部を改正する告示について

昭和５３年度
(起)昭53.10. 3
(決)昭53.10.16
(施)昭53.10.16

雇用保険課

7076 8
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣の指定業種、期間一
覧表について

昭和５３年度
(起)昭53.10.20
(決)昭53.10.23
(施)昭53.10.23

雇用保険課

7076 9
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険業務（適用・給付・日雇関係）の疑義解
釈集について

昭和５３年度 (収)昭53. 8.14
労働省職業安定
局

7076 10
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53.10.20
(決)昭53.10.28
(施)昭53.10.28

雇用保険課

7076 11
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

解雇の効力等について争いがある場合の措置につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53.10. 9
(決)昭53.10.21
(施)昭53.10.21

雇用保険課

7076 12
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

解雇の効力等について争いがある場合の措置につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53.10.21
(決)昭53.10.28
(施)昭53.10.28

雇用保険課

7076 13
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

船員保険法に規定する職業補導所として指定する
件の一部改正について

昭和５３年度 (収)昭53. 8.14
静岡県民生部保
険課

7076 14
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

特定不況地域離職者臨時措置法に基づく延長給付
に係る当面の準備事務について

昭和５３年度
(起)昭53.11. 2
(決)昭53.11.13
(施)昭53.11.13

雇用保険課

7076 15
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険法の失業給付受給資格者のしおりの一部
改訂について

昭和５３年度
(起)昭53.11.14
(決)昭53.11.15

雇用保険課

7076 16
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53.11.16
(決)昭53.11.22
(施)昭53.11.22

雇用保険課

7076 17
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

特定不況地域離職者臨時措置法の規定に基づく特
定不況地域離職者に係る延長給付の取扱について

昭和５３年度
(起)昭53.11.28
(施)昭53.12. 4

雇用保険課

7076 18
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険払渡金融機関の指定について 昭和５３年度 (収)昭53.01.27
清水公共職業安
定所

7076 19
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

船員保険法施行規則第48条の９の４の規定に基づ
き社会保険庁長官が指定する業種及び期間につい
て

昭和５３年度 (収)昭53. 8.14
静岡県民生部保
険課

7076 20
昭和53年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭53.12.25
(決)昭54. 1. 5
(施)昭54. 1. 8

雇用保険課

7077 1
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険給付調査官会議の開催について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.10
(決)昭54. 1.12
(施)昭54. 1.12

雇用保険課

7077 2
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険給付調査官会議の開催方針について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.25
(決)昭54. 1.25

雇用保険課

7077 3
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険給付調査官会議の質疑応答について 昭和５３年度 (決)昭54. 1.27 雇用保険課

7077 4
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付の当面の措置の再延長について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.22
(決)昭54. 1.25
(施)昭54. 1.25

雇用保険課

7077 5
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.19
(決)昭54. 1.28
(施)昭54. 1.29

雇用保険課

7077 6
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

自己就職者に対する採用証明書の印刷について 昭和５３年度 (施)昭54. 1.30 雇用保険課
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7077 7
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

行政不服審査法等の施行状況に関する調査につい
て

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 9
(決)昭54. 2. 9
(施)昭54. 2.10

雇用保険課

7077 8
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

会計検査院の実施検査により指摘された事項の措
置について

昭和５３年度
(起)昭54. 1.30
(決)昭54. 2. 7
(施)昭54. 2.10

雇用保険課

7077 9
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付の当面の措置の継続等について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.10
(決)昭54. 2.13
(施)昭54. 2.23

雇用保険課

7077 10
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時
措置法施行令の一部を改正する政令等の施行につ
いて

昭和５３年度 (収)昭54. 2.10
静岡県民生部保
険課

7077 11
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の施行
について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.10
(決)昭54. 2.13
(施)昭54. 2.23

雇用保険課

7077 12
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

船員保険法施行令の一部を改正する政令（失業部
門関係）等の施行について

昭和５３年度 (収)昭54. 2.14
静岡県民生部保
険課

7077 13
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭54. 2.24
(決)昭54. 3. 2
(施)昭54. 3. 2

雇用保険課

7077 14
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

給付調査官業務会議の質疑事項について 昭和５３年度
(起)昭54. 3. 2
(決)昭54. 3. 4
(施)昭54. 3. 7

雇用保険課

7077 15
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法施行令の一部を改正する政令の施行に
ついて

昭和５３年度
(起)昭54. 3.11
(決)昭54. 3.12
(施)昭54. 3.17

雇用保険課

7077 16
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５３年度
(起)昭54. 3.20
(決)昭54. 3.20
(施)昭54. 3.26

雇用保険課

7077 17
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

広域延長給付の措置を定める告示及び労働大臣の
指定する地域の一部を改正する告示の制定につい
て

昭和５４年度
(起)昭54. 3.29
(決)昭54. 3.29
(施)昭54. 4. 2

雇用保険課

7077 18
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給
細則の一部改正について

昭和５４年度 (収)昭54. 4.12
静岡県民生部保
険課

7077 19
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

船員保険法に規定する職業補導所として指定する
件の一部改正について

昭和５４年度 (収)昭54. 4.12
静岡県民生部保
険課

7077 20
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の施行
について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.10
(決)昭54. 4.18
(施)昭54. 4.19

雇用保険課

7077 21
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

日雇労働求職者給付金を地方公共団体の職員が代
理受領する承認申請について

昭和５４年度
(起)昭54. 5. 1
(決)昭54. 5. 2
(施)昭54. 5. 2

雇用保険課

7077 22
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.18
(決)昭54. 5.18
(施)昭54. 5.22

雇用保険課

7077 23
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険審査（給付）関係業務担当者会議の開催
について

昭和５４年度
(起)昭54. 5.21
(決)昭54. 5.21
(施)昭54. 5.22

雇用保険課

7077 24
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法施等の一部を改正する法律による改正
後の訓練延長給付に係る当面の準備事務について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 4
(決)昭54. 6. 5
(施)昭54. 6. 5

雇用保険課

7077 25
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

給付関係業務に使用するゴム印の作成について 昭和５４年度 (起)昭54. 6.15 雇用保険課

7077 26
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法等の一部を改正する法律その他関係法
令の施行について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.13
(決)昭54. 6.18
(施)昭54. 6.18

雇用保険課
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7077 27
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法等の一部を改正する法律による改正後
の訓練延長給付の実施について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.13
(決)昭54. 6.18
(施)昭54. 6.18

雇用保険課

7077 28
昭和54年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法等の一部を改正する法律による改正後
の訓練延長給付の実施について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.15
(決)昭54. 6.20
(施)昭54. 6.20

雇用保険課

7078 1
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

訓練延長給付に使用するゴム印の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.25
(決)昭54. 6.25
(施)昭54. 6.26

雇用保険課

7078 2
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭54. 6.20
(決)昭54. 7. 2
(施)昭54. 7. 2

雇用保険課

7078 3
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

解雇の効力等について争いがある場合の措置につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 2
(決)昭54. 7. 6
(施)昭54. 7. 7

雇用保険課

7078 4
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

解雇の効力等について争いがある場合の措置につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 7. 7
(決)昭54. 7. 9
(施)昭54. 7. 9

雇用保険課

7078 5
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴
う船員保険法等の一部改正について

昭和５４年度 (収)昭54. 6.25
静岡県民生部保
険課

7078 6
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

解雇の効力等について争いがある場合の措置につ
いて

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 3
(決)昭54. 8. 3
(施)昭54. 8. 6

雇用保険課

7078 7
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.13
(決)昭54. 8.21
(施)昭54. 8.22

雇用保険課

7078 8
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険の失業給付受給資格者のしおりの一部改
正について

昭和５４年度
(起)昭54. 7.10
(決)昭54. 7.12
(施)昭54. 9. 4

雇用保険課

7078 9
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険の失業給付受給資格者のしおりについて 昭和５４年度
(決)昭54. 8.30
(施)昭54. 9. 4

雇用保険課

7078 10
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.18
(決)昭54. 9.26
(施)昭54. 9.26

雇用保険課

7078 11
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

賞与その他臨時の賃金がある場合等の賃金日額の
算定方法等について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.21
(決)昭54. 9.25
(施)昭54. 9.25

雇用保険課

7078 12
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭54.10.11
(決)昭54.10.17
(施)昭54.10.18

雇用保険課

7078 13
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭54.11.21
(決)昭54.11.26
(施)昭54.11.26

雇用保険課

7078 14
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

給付関係諸票の印刷について 昭和５４年度
(起)昭54.12.18
(決)昭54.12.19

雇用保険課

7078 15
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険失業給付不正受給の状況について 昭和５４年度 (収)昭55. 1. 4
労働省職業安定
局

7078 16
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険（失業保険）審査請求事件処理状況につ
いて

昭和５４年度 (収)昭55. 1. 4
労働省職業安定
局

7078 17
昭和54年雇用保険給付例規（７月
～12月）

船員保険法施行規則第48条の９の４の規定に基づ
き社会保険庁長官が指定する業種及び期間を定め
る件の一部を改正する件について

昭和５４年度 (収)昭54.12.27
静岡県民生部保
険課

7079 1
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭55. 1. 7
(決)昭55. 1.11
(施)昭55. 1.11

雇用保険課
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7079 2
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

会計検査院の実施検査により指摘された事項の措
置について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.19
(施)昭55. 1.24

雇用保険課

7079 3
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

前回認定日等不出頭者の失業の認定に係る取扱い
の変更について

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 1
(決)昭55. 2. 2
(施)昭55. 2. 2

雇用保険課

7079 4
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

前回認定日等不出頭者の失業の認定に係る取扱い
の変更について

昭和５４年度
(起)昭55. 2. 1
(決)昭55. 2. 2
(施)昭55. 2. 2

雇用保険課

7079 5
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭55. 1.29
(施)昭55. 2. 6

雇用保険課

7079 6
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険の失業給付受給資格者のしおりの一部改
正について

昭和５４年度 (起)昭55. 2. 8 雇用保険課

7079 7
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険不正受給防止対策要領の配布について 昭和５４年度
(起)昭55. 2. 8
(決)昭55. 2.18
(施)昭55. 2.18

雇用保険課

7079 8
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険不正受給防止対策要領の送付について 昭和５４年度
(起)昭55. 2.19
(決)昭55. 2.19
(施)昭55. 2.19

雇用保険課

7079 9
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.25
(決)昭55. 2.29
(施)昭55. 3. 1

雇用保険課

7079 10
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭55. 3. 1
(決)昭55. 3. 8
(施)昭55. 3. 8

雇用保険課

7079 11
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

基本手当日額表の改正に伴う準備事務等について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.12
(決)昭55. 3.13
(施)昭55. 3.13

雇用保険課

7079 12
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険に係る不服申立て及び訴訟に関する事務
取扱要領の制定について

昭和５４年度
(起)昭55. 2.26
(施)昭55. 3.14

雇用保険課

7079 13
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険払渡金融機関の指定について 昭和５４年度 (収)昭55. 3.12
富士公共職業安
定所

7079 14
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

船員保険法に規定する職業補導所としての追加承
認について

昭和５４年度 (収)昭55. 3.13
静岡県民生部保
険課

7079 15
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

労働保険審査会裁決総索引の配布について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.18
(決)昭55. 3.18
(施)昭55. 3.19

雇用保険課

7079 16
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.21
(決)昭55. 3.24
(施)昭55. 3.24

雇用保険課

7079 17
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

受給資格者に対する初回説明会で使用する「雇用
保険失業給付の受給について」のスライド等の送
付について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.24
(決)昭55. 3.24
(施)昭55. 3.24

雇用保険課

7079 18
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

技能習得手当等の額の改正について 昭和５４年度
(起)昭55. 3.24
(決)昭55. 3.26
(施)昭55. 3.26

雇用保険課

7079 19
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険の基本手当日額表を定める告示の制定に
ついて

昭和５４年度
(起)昭55. 3.26
(決)昭55. 3.28
(施)昭55. 3.28

雇用保険課

7079 20
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

不正受給の通報について 昭和５４年度 (起)昭55. 3.28 雇用保険課

7079 21
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険法第25条第１項の規定に基づき広域延長
給付の措置を定める告示及び同法同条第２項の規
定に基づき労働大臣の指定する地域の一部を改正
する告示の制定について

昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(決)昭55. 3.29
(施)昭55. 3.31

雇用保険課
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7079 22
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

船員保険の失業保険金日額表及び船員保険技能習
得手当寄宿手当及び移転費支給細則の一部変更に
ついて

昭和５４年度 (収)昭55. 3.27
静岡県民生部保
険課

7079 23
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

「雇用保険に係る不服申立て及び訴訟に関する事
務取扱要領」の表紙の配布について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 2
(決)昭55. 4. 3
(施)昭55. 4. 4

雇用保険課

7079 24
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

船員保険の失業保険金の日額改正について 昭和５５年度 (収)昭55. 4.11
静岡県民生部保
険課

7079 25
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

技能習得手当等の額の改正について 昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.11
(施)昭55. 4.11

雇用保険課

7079 26
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

基本手当日額表の改正に伴う失業者の退職手当の
支給取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.12

雇用保険課

7079 27
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

通達の訂正について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.12

雇用保険課

7079 28
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給
細則の一部改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 4.23
静岡県民生部保
険課

7079 29
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険審査（給付）関係業務担当者会議の開催
について

昭和５５年度
(起)昭55. 4.25
(決)昭55. 4.28
(施)昭55. 4.28

雇用保険課

7079 30
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険審査（給付）関係業務担当者会議の開催
日等の変更について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 6
(施)昭55. 5. 6

雇用保険課

7079 31
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 2
(決)昭55. 5.14
(施)昭55. 5.14

雇用保険課

7079 32
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

日雇労働求職者給付金を地方公共団体の職員が代
理受領する承認申請について

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 1
(決)昭55. 5. 7
(施)昭55. 5. 7

雇用保険課

7079 33
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険業務取扱要領の見直しについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 6
(施)昭55. 5. 6

雇用保険課

7079 34
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

雇用保険の事務取扱要領の見直しについて 昭和５５年度
(起)昭55. 5.22
(決)昭55. 5.22
(施)昭55. 5.23

雇用保険課

7079 35
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 2
(決)昭55. 6. 7
(施)昭55. 6. 7

雇用保険課

7079 36
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時
措置法施行令の一部を改正する政令等の施行につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 6.10
静岡県民生部保
険課

7079 37
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

受給期間延長申請書の提出期限について 昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.18
(施)昭55. 6.18

雇用保険課

7079 38
昭和55年雇用保険給付例規（１月
～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.18
(決)昭55. 6.20
(施)昭55. 6.21

雇用保険課

7080 1
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

失業認定業務実施曜日及び最繁忙期の認定件数の
調査について

昭和５５年度
(起)昭55. 7. 2
(決)昭55. 7. 3
(施)昭55. 7. 3

雇用保険課

7080 2
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

失業認定業務実施曜日及び最繁忙期の認定件数の
調査について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.16
(決)昭55. 7.17
(施)昭55. 7.17

雇用保険課

7080 3
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険失業給付不正受給の状況について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.22
労働省職業安定
局
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7080 4
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険（失業保険）審査請求事件処理状況につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 8.22
労働省職業安定
局

7080 5
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

東部地区事務研究会の開催について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.11
沼津公共職業安
定所

7080 6
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険法施行令第５条第１項第２号の率の通知
について

昭和５５年度 (収)昭55. 9.22
労働省職業安定
局

7080 7
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

提訴中の受給者の認定申告書④欄の記入及び就
労、内職手伝いの認定の取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 5
(決)昭55. 9. 8
(施)昭55. 9. 8

雇用保険課

7080 8
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

雇用保険給付関係業務即時処理システムにおける
支給番号の取扱いについて

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 4
(施)昭55.10. 1

雇用保険課

7080 9
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.18
(決)昭55. 7.22
(施)昭55. 7.23

雇用保険課

7080 10
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５５年度
(起)昭55. 9.29
(決)昭55. 9.29
(施)昭55.10. 1

雇用保険課

7080 11
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５５年度
(起)昭55.10.30
(決)昭55.11. 4
(施)昭55.11. 4

雇用保険課

7080 12
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５５年度
(起)昭55.12.17
(決)昭55.12.23
(施)昭55.12.25

雇用保険課

7080 13
昭和55年雇用保険給付例規（７月
～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５５年度
(起)昭55.12.20
(決)昭55.12.23
(施)昭55.12.25

雇用保険課

7081 1
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

不正受給関係業務のゴム印配付について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.12
(決)昭51. 1.12
(施)昭51. 1.13

雇用保険課

7081 2
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種の一
覧について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.16
(決)昭51. 1.16
(施)昭51. 1.16

雇用保険課

7081 3
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５０年度
(起)昭51. 1.16
(決)昭51. 1.22
(施)昭51. 1.22

雇用保険課

7081 4
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険失業給付の口座振込制度について 昭和５０年度
(起)昭51. 1.27
(決)昭51. 1.31
(施)昭51. 1.31

雇用保険課

7081 5
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法第25条の規定に基づく広域延長給付に
係る地域に関する報告について

昭和５０年度 (起)昭51. 2. 9 雇用保険課

7081 6
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員法第１条第２項第３号の漁船の範囲を定める
政令の一部を改正する政令の交付について

昭和５０年度 (施)昭51. 2. 9 雇用保険課

7081 7
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

船員法第１条第２項第３号の漁船の範囲を定める
政令の一部を改正する政令の施行に伴う雇用保険
関係業務の経過的取扱いについて

昭和５０年度 (施)昭51. 2. 9 雇用保険課

7081 8
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

会計検査院の実地検査により指摘された事項の措
置について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.10
(決)昭51. 2.16
(施)昭51. 2.17

雇用保険課

7081 9
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５０年度
(起)昭51. 2.12
(決)昭51. 2.20
(施)昭51. 2.21

雇用保険課

7081 10
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５０年度
(起)昭51. 3.15
(施)昭51. 3.22

雇用保険課
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7081 11
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法第17条第３項に規定する賃金日額が著
しく不当である場合の取扱いに係る疑義解釈につ
いて

昭和５０年度
(起)昭51. 3.29
(決)昭51. 3.30
(施)昭51. 3.31

雇用保険課

7081 12
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行規則の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭51. 3.31
(施)昭51. 4. 1

雇用保険課

7081 13
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

技能習得手当等の改正に伴う準備事務について 昭和５０年度 (起)昭51. 3.27 雇用保険課

7081 14
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

昭和51年度季節的受給者調査の実施について 昭和５１年度
(起)昭51. 4. 3
(施)昭51. 4.12

雇用保険課

7081 15
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

広域延長給付の措置を定める告示及び労働大臣が
指定する地域を定める告示の一部を改正する告示
について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.12
(決)昭51. 4.12
(施)昭51. 4.12

雇用保険課

7081 16
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付の決定を受けた者の調査について 昭和５１年度
(起)昭51. 4.16
(施)昭51. 4.23

雇用保険課

7081 17
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.19
(施)昭51. 4.24

雇用保険課

7081 18
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 4.21
(施)昭51. 4.24

雇用保険課

7081 19
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

日雇労働被保険者給付金の代理受領承認通知書に
ついて

昭和５１年度
(起)昭51. 4.30
(施)昭51. 4.30

雇用保険課

7081 20
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付の当面の措置に係る準備事務につい
て

昭和５１年度
(起)昭51. 4.30
(施)昭51. 5. 4

雇用保険課

7081 21
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行規則の一部改正について 昭和５１年度 (起)昭51. 5.24 雇用保険課

7081 22
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付の対象となる者の範囲を改める雇用
保険法施行規則の一部を改正する省令の施行につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 5.12
(決)昭51. 5.12
(施)昭51. 5.12

雇用保険課

7081 23
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付の当面の措置について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.12
(決)昭51. 5.12
(施)昭51. 5.12

雇用保険課

7081 24
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る関係業務担当課長会議の開催
について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.10
(決)昭51. 5.12
(施)昭51. 5.12

雇用保険課

7081 25
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期日について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.18
(施)昭51. 5.25

雇用保険課

7081 26
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(施)昭51. 5.25

雇用保険課

7081 27
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険失業給付の口座振込制度について 昭和５１年度
(起)昭51. 5.19
(施)昭51. 5.27

雇用保険課

7081 28
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

短期雇用特例被保険者に対する特例一時金の支給
事務について

昭和５１年度
(起)昭51. 5.25
(施)昭51. 5.31

雇用保険課

7081 29
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

「個別延長給付の当面の措置に係る準備事務につ
いて」内翰

昭和５１年度
(起)昭51. 5.20
(施)昭51. 5.31

雇用保険課

7081 30
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付決定伺の様式について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 1
(施)昭51. 6.18

雇用保険課

328 ページ



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

7081 31
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付の決定を受けた者の調査について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.17
(施)昭51. 6.22

雇用保険課

7081 32
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.30

雇用保険課

7081 33
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

通所手当の支給に関して労働大臣が定める地域を
定める告示の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.30

雇用保険課

7081 34
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

公共職業安定所公印規程の制定について 昭和５１年度 (収)昭51. 7.30
労働省職業安定
局

7081 35
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

公共職業安定所公印規程第９条第２項及び第４項
に基づく公共職業安定所長印（小）の使用範囲等
について

昭和５１年度 (収)昭51. 7.30
労働省職業安定
局

7081 36
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

漁業離職者対策について 昭和５１年度 (収)昭51. 6.28 労働事務次官

7081 37
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

漁業離職者対策について 昭和５１年度 (収)昭51. 6.28
労働省職業安定
局

7081 38
昭和51年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行令第５条第１項第２号の率の通知
について

昭和５１年度 (収)昭51. 7. 5
労働省職業安定
局雇用保険課

7082 1
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険審査（給付）関係業務担当者会議の開催
について

昭和５１年度
(起)昭51. 7. 6
(決)昭51. 7. 6
(施)昭51. 7. 7

雇用保険課

7082 2
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

調査対象受給資格者の調査依頼文書について 昭和５１年度
(起)昭51. 6. 2
(施)昭51. 7. 8

雇用保険課

7082 3
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.15
(施)昭51. 7.23

雇用保険課

7082 4
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.15
(施)昭51. 7.23

雇用保険課

7082 5
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険法第25条の規定に基づく広域延長給付に
係る地域に関する報告について

昭和５１年度 (起)昭51. 7.28 雇用保険課

7082 6
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

失業給付関係業務並びに適用関係業務に使用する
ゴム印の取扱いについて

昭和５１年度
(起)昭51. 7.20
(施)昭51. 7.28

雇用保険課

7082 7
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

公共職業安定所長の権限に属する事務の専決につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 8.23
労働省職業安定
局

7082 8
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

失業給付の不正受給に係る納付命令状況について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.18
(施)昭51. 8.20

雇用保険課

7082 9
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

失業給付の不正受給に関する情報について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.11
(施)昭51. 9.13

雇用保険課

7082 10
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.24

雇用保険課

7082 11
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５１年度
(起)昭51. 9.16
(施)昭51. 9.24

雇用保険課

7082 12
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

身体障害者雇用促進法の一部改正に伴う雇用保険
の失業給付における身体障害者の取扱いについて

昭和５１年度
(起)昭51.10. 1
(施)昭51.10. 4

雇用保険課
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7082 13
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

広域延長給付の措置を定める告示について 昭和５１年度
(起)昭51. 9.29
(施)昭51.10. 5

雇用保険課

7082 14
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付の決定を受けた者の調査について 昭和５１年度 (収)昭51.10.14
労働省職業安定
局雇用保険課

7082 15
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

ゴルフ場関係の季節的受給者対策打合せ会議につ
いて

昭和５１年度 (起)昭51.10.26 雇用保険課

7082 16
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

最低賃金の改正決定について 昭和５１年度 (収)昭51.11. 8 職業安定課

7082 17
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

身体障害者雇用促進法の改正に伴う雇用保険法の
施行事務について

昭和５１年度
(起)昭51.10.18
(施)昭51.11. 8

雇用保険課

7082 18
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の
促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の
施行について

昭和５１年度 職業安定課

7082 19
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭51.11.17
(決)昭51.11.25
(施)昭51.11.25

雇用保険課

7082 20
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５１年度
(起)昭51.11.17
(決)昭51.11.25
(施)昭51.11.25

雇用保険課

7082 21
昭和51年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険失業給付の口座振込制度について 昭和５１年度
(起)昭51.11.22
(決)昭51.11.30
(施)昭51.11.30

雇用保険課

7083 1
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

職業訓練受講指示要領の運用について 昭和５１年度 職業安定課

7083 2
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

不正受給防止に係る適用業務の適切な実施につい
て

昭和５１年度 (施)昭52. 1.10 雇用保険課

7083 3
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業給付の周知資料の作成について 昭和５１年度 (起)昭52. 1.10 雇用保険課

7083 4
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用促進融資の有効活用について内翰 昭和５１年度 (起)昭52. 1.24 雇用保険課

7083 5
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険失業給付の口座振込みの実施について 昭和５１年度
(起)昭52. 1.24
(施)昭52. 1.26

雇用保険課

7083 6
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付の当面の措置の継続について 昭和５１年度
(起)昭52. 2. 1
(施)昭52. 2. 2

雇用保険課

7083 7
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

会計検査院の実地検査により指摘された事項の措
置について

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(施)昭52. 2. 8

雇用保険課

7083 8
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法第17条第３項に規定する賃金日額が著
しく不当である場合の取扱いについて

昭和５１年度
(起)昭52. 2. 7
(施)昭52. 2.15

雇用保険課

7083 9
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法第25条の規定に基づく広域延長給付に
係る地域に関する報告について

昭和５１年度 (起)昭52. 2.15 雇用保険課

7083 10
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

失業給付の口座振込みに伴う金融機関の利用状況
調べについて

昭和５１年度
(起)昭52. 2.18
(施)昭52. 2.19

雇用保険課

7083 11
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期日について

昭和５１年度
(起)昭52. 2.12
(施)昭52. 2.22

雇用保険課
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7083 12
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.23
(施)昭52. 3.29

雇用保険課

7083 13
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

広域延長給付の措置を定める告示及び労働大臣が
指定する地域を定める告示の一部を改正する告示
について

昭和５１年度
(起)昭52. 3.30
(施)昭52. 3.31

雇用保険課

7083 14
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行規則の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭52. 3.28
(施)昭52. 3.30

雇用保険課

7083 15
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法施行規則の一部改正等について 昭和５２年度 (収)昭52. 4.18
労働省職業安定
局

7083 16
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.19
(施)昭52. 4.22

雇用保険課

7083 17
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.19
(施)昭52. 4.25

雇用保険課

7083 18
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

日雇労働被保険者に対する日雇労働者給付金代理
受領の承認について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.20
(施)昭52. 4.25

雇用保険課

7083 19
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

地域雇用促進給付金に係る雇用機会不足地域の追
加指定について

昭和５２年度
(起)昭52. 4.28
(決)昭52. 5. 4
(施)昭52. 5. 4

職業安定課

7083 20
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期日について

昭和５２年度
(起)昭52. 5. 2
(施)昭52. 5.13

雇用保険課

7083 21
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

国が支給する職業転換給付金支給要領の改正につ
いて

昭和５２年度 (収)昭52. 5.13 職業安定課

7083 22
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

基本手当日額表を定める告示の制定に伴う準備事
務について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.17
(施)昭52. 5.19

雇用保険課

7083 23
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期日について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.18
(施)昭52. 5.24

雇用保険課

7083 24
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険の基本手当日額表を定める告示等の制定
について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.26
(施)昭52. 5.27

雇用保険課

7083 25
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

雇用保険法第25条の規定に基づく広域延長給付に
係る地域に関する報告について

昭和５２年度 (収)昭52. 6. 6
労働省職業安定
局雇用保険課

7083 26
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

基本手当日額表の改正に伴う失業者の退職手当の
支給取扱いについて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.11
(施)昭52. 6.16

雇用保険課

7083 27
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期日について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.14
(施)昭52. 6.28

雇用保険課

7083 28
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期日を定める告示の一部改正
について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.14
(施)昭52. 6.28

雇用保険課

7083 29
昭和52年雇用保険給付関係例規
（１～６月）

職業安定第一線機関再編整備に係る試験実施要領
について

昭和５２年度 職業安定課

7084 1
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険（特例一時金）支給台帳の色分けについ
て

昭和５２年度
(起)昭52. 6.22
(施)昭52. 7. 5

雇用保険課

7084 2
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間を定める告示の一部改正
について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 8
(施)昭52. 7.18

雇用保険課

331 ページ



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

7084 3
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 8
(施)昭52. 7.18

雇用保険課

7084 4
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

給付会計機操作担当職員講習会出席者名の報告に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 7.15
(施)昭52. 7.22

雇用保険課

7084 5
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

経理関係事務打合会における質疑について 昭和５２年度 (収)昭52. 7.27
労働省職業安定
局雇用保険課

7084 6
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

造船離職者対策について 昭和５２年度 職業安定課

7084 7
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用安定資金制度の資料等 昭和５２年度
労働省職業安定
局雇用政策課

7084 8
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

公共職業安定所事務分掌表及び公共職業安定所専
決基準の一部改正について

昭和５２年度 職業安定課

7084 9
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示
の一部改正について

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 8
(施)昭52. 8.13

雇用保険課

7084 10
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.11
(施)昭52. 8.19

雇用保険課

7084 11
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険特例受給資格者のしおりについて 昭和５２年度 (収)昭52. 9.12
労働省職業安定
局雇用保険課

7084 12
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

受給資格の照会に関する書簡について 昭和５２年度 (起)昭52. 9.16 雇用保険課

7084 13
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用安定事業の実施について 昭和５２年度 (収)昭52.10. 7
労働省労政局長
他

7084 14
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険法の一部を改正する法律その他関係法令
の施行について

昭和５２年度 (収)昭52.10. 7 労働事務次官

7084 15
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

広域延長給付の措置を定める告示の一部を改正す
る告示及び労働大臣が指定する地域を定める告示
の一部改正する告示について

昭和５２年度
(起)昭52.10. 1
(施)昭52.10.13

雇用保険課

7084 16
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

季節的受給者対策打合せ会議の開催について 昭和５２年度
(起)昭52.10.17
(決)昭52.10.20
(施)昭52.10.21

雇用保険課

7084 17
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭52.10.24
(施)昭52.11. 4

雇用保険課

7084 18
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

審査決定書（写）の送付について 昭和５２年度 (起)昭52.10.31 雇用保険課

7084 19
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭52.11. 2
(施)昭52.11.14

雇用保険課

7084 20
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る指定業種、期間の一覧表につ
いて（送付）

昭和５２年度
(起)昭52.11. 2
(施)昭52.11.14

雇用保険課

7084 21
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

給付関係業務担当会議の開催について 昭和５２年度
(起)昭52.11.17
(決)昭52.11.18
(施)昭52.11.18

雇用保険課

7084 22
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

雇用保険業務（適用・給付・日雇関係）の業務取
扱要領について

昭和５２年度 (収)昭52.11.10
労働省職業安定
局
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7084 23
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

失業給付の不正受給の防止について 昭和５２年度
(起)昭52.11.30
(施)昭52.11.30

雇用保険課

7084 24
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭52.11.24
(施)昭52.12. 2

雇用保険課

7084 25
昭和52年雇用保険給付関係例規
（７～12月）

個別延長給付に係る労働大臣が指定する業種及び
労働大臣が指定する期間について

昭和５２年度
(起)昭52.12.15
(施)昭52.12.27

雇用保険課

7085 1 広域営農団地関係綴
昭和57年度広域営農団地管理者養成等事業高度理
論研修会（専門研修会）の開催について（報告）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.20
(決)昭58. 2. 2
(施)昭58. 2. 2

農政課

7085 2 広域営農団地関係綴
昭和56年度広域営農団地管理者養成等事業高度理
論総合研修会（上級コース）の受講参加者につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭56.12.28
(施)昭56.12.28

農政課

7085 3 広域営農団地関係綴 広域営農暖地育成対策事業等の調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.13
(決)昭56. 8.18
(施)昭56. 8.18

農政課

7085 4 広域営農団地関係綴 広域営農暖地育成対策関係資料の提出について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.10
(決)昭56. 3.10
(施)昭56. 3.10

農政課

7085 5 広域営農団地関係綴
昭和55年度広域営農団地管理者養成事業高度理論
総合研修会（管理職コース）の受講参加者につい
て

昭和５５年度
(起)昭55.12.23
(決)昭55.12.24
(施)昭55.12.24

農政課

7085 6 広域営農団地関係綴
昭和55年度広域営農団地管理者養成事業高度理論
専門研修会の受講参加者について

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 7
(決)昭55. 8. 9
(施)昭55. 8. 9

農政課

7085 7 広域営農団地関係綴
昭和55年度広域営農団地管理者養成等事業計画書
の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.28
(決)昭55. 7.31
(施)昭55. 7.31

農政課

7086 1
昭和51年度静岡県農業改良資金例
規綴

静岡県農業改良資金取扱要領の一部改正について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.16
(決)昭51. 6.29
(施)昭51. 8. 4

農政課

7086 2
昭和51年度静岡県農業改良資金例
規綴

農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令
等の施行について

昭和５１年度 (収)昭51. 5.13 農林事務次官

7086 3
昭和51年度静岡県農業改良資金例
規綴

改省令の改正等に伴う農業改良資金制度の運営に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51. 5.28 関東農政局

7086 4
昭和51年度静岡県農業改良資金例
規綴

復命書（農業改良資金関東ブロック担当者会議） 昭和５１年度 (起)昭51. 6. 5 農政課

7086 5
昭和51年度静岡県農業改良資金例
規綴

農業改良資金貸付規程及び同貸付基準の一部改正
について

昭和５１年度
(起)昭51. 6.16
(決)昭51. 6.26
(施)昭51. 8. 4

農政課

7086 6
昭和51年度静岡県農業改良資金例
規綴

静岡県農業者技術開発資金審査委員会設置運営要
領の一部改正について

昭和５０年度
(起)昭50. 5.19
(決)昭50. 9.18

農政課

7086 7
昭和51年度静岡県農業改良資金例
規綴

農業改良資金の運営の適正化について 昭和５１年度 (収)昭52. 2.10 関東農政局

7086 8
昭和51年度静岡県農業改良資金例
規綴

農業後営者育成資金の貸付対象となる農業者教育
機関及び研修コースの一部変更について

昭和５１年度 (収)昭51. 7.22 関東農政局

7087 1 農業近代化資金通達集
養豚に係る計画生産推進体制及び補助事業等の取
扱い要領の制定について

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 7 畜産課

7087 2 農業近代化資金通達集
農業近代化資金の既貸付金の条件緩和措置に係る
取扱いについて

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 8 経済課
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7087 3 農業近代化資金通達集
昭和55年度における生乳生産者団体の生乳受給調
整対策と酪農関係事業等の取扱いについて

昭和５５年度 (収)昭55. 5.26 畜産課

7087 4 農業近代化資金通達集 石油使用施設等の制度資金の融資取扱いについて 昭和５４年度
(起)昭54. 9.26
(決)昭54.10. 3
(施)昭54.10. 3

農政課

7087 5 農業近代化資金通達集
鶏卵計画生産推進指導事業に係る生産調整の取扱
いについて

昭和５０年度 (収)昭51. 3. 1 畜産課

7087 6 農業近代化資金通達集 水田統合利用対策説明会 昭和５０年度

7087 7 農業近代化資金通達集 営農団地特別整備事業関係通達集 昭和５０年度
農林省構造改善
局

7087 8 農業近代化資金通達集 各種補助金事業における農業機械の導入について 昭和４９年度 (収)昭50. 3.22 農業技術課

7087 9 農業近代化資金通達集 うんしゅうみかんの新規栽培の抑制について 昭和４９年度 (収)昭49.12.14 農産園芸課

7087 10 農業近代化資金通達集
金融機関における貸倒引当金の対象となる貸金等
について

昭和４９年度 (収)昭49.10. 9
大蔵省銀行局中
小金融課長

7087 11 農業近代化資金通達集 設備投資にかかる資金の融通について 昭和４９年度 (収)昭49.10. 9
大蔵省銀行局総
務課長

7087 12 農業近代化資金通達集
第２次農業構造改善事業の補助事業として実施す
る農業経営整備事業に係る事業費についての一部
改正について

昭和４９年度 (収)昭49. 6. 7 農政課

7087 13 農業近代化資金通達集
農業振興地域整備計画未策定地域の農業事業の実
施について

昭和４９年度 (収)昭49. 5.30 農政課

7087 14 農業近代化資金通達集 鶏卵の生産調整について 昭和４９年度 (収)昭49. 5.30 畜産課

7087 15 農業近代化資金通達集 鶏卵生産出荷調整市道事業県会議概要 昭和４７年度 (起)昭47. 7.31 金融流通課

7088 1 農業近代化資金例規綴 農業近代化資金の融通の適正化について 昭和５３年度 (収)昭54. 2. 2 関東農政局

7088 2 農業近代化資金例規綴
静岡県農業近代化資金利子補給要綱の一部改正に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53.10. 4
(決)昭53.10.17
(施)昭53.10.19

農政課

7088 3 農業近代化資金例規綴
静岡県農業近代化資金取扱要領及び農業近代化資
金利子補給承認審査基準の一部改正について

昭和５３年度
(起)昭53. 6.30
(決)昭53. 7. 5
(施)昭53. 7. 5

農政課

7088 4 農業近代化資金例規綴
静岡県農業近代化資金利子補給要綱の一部改正に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 5.18
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 5

農政課

7088 5 農業近代化資金例規綴
静岡県農業近代化資金利子補給承認審査基準の制
定について

昭和５２年度
(起)昭52.12.20
(決)昭52.12.28
(施)昭53. 1. 9

農政課

7088 6 農業近代化資金例規綴
静岡県農業近代化資金利子補給要綱の一部改正に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52.10. 6
(決)昭52.10.13
(施)昭52.10.13

農政課

7088 7 農業近代化資金例規綴 静岡県農業近代化資金取扱要領の制定について 昭和５２年度
(起)昭52. 9. 1
(決)昭52. 9.19
(施)昭52. 9.19

農政課
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7088 8 農業近代化資金例規綴
静岡県農業近代化資金利子補給要綱の一部改正に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.17
(決)昭52. 6.17
(施)昭52. 6.24

農政課

7088 9 農業近代化資金例規綴
静岡県農業近代化資金利子補給要綱の制定につい
て

昭和５２年度
(起)昭52. 5.31
(決)昭52. 6.17
(施)昭52. 6.17

農政課

7088 10 農業近代化資金例規綴 農業近代化資金の金利改訂について 昭和５２年度 (起)昭52. 5.30 農政課

7089 1
富士川橋（一級国道１号）下部工
調査設計業務　現況写真

富士川橋（一級国道１号）下部工調査設計業務　
現況写真　昭和55年12月

昭和５５年度 道路建設課

7090 1 静岡県河川流域図及び調書 静岡県河川流域図及び調書 昭和５２年度 河川課

7091 1
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

公害防止事業費事業者負担（田子の浦港整備費負
担金）の督促について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.26
(決)昭56. 6.10
(施)昭56. 6.10

港湾課

7091 2
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

昭和55年度公害防止事業費事業者負担金にかかる
納入通知書の発布について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.10
(決)昭56. 2.10
(施)昭56. 2.10

港湾課

7091 3
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

公害防止事業費事業者負担（田子の浦港整備費負
担金）の督促について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.10
(決)昭55. 6.28
(施)昭55. 7. 1

港湾課

7091 4
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

昭和54年度田子の浦港第４次後期汚泥処理事業起
業者負担金の納期日の特例について

昭和５４年度 (起)昭55. 1.17 港湾課

7091 5
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

田子の浦港堆積汚泥しゅんせつ事業にかかる事業
者負担金の納付期限について

昭和５４年度 (収)昭54.11.28 地場産業課長

7091 6
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

復命書（田子の浦港負担金の滞納整理） 昭和５４年度 (起)昭54.11.22 港湾課

7091 7
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

公害防止事業費事業者負担（田子の浦港整備費負
担金）の督促に関する申立書の処理について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.28
(決)昭54.10. 8

港湾課

7091 8
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

公害防止事業費事業者負担（田子の浦港整備費負
担金）の督促について

昭和５４年度
(起)昭54. 9.10
(決)昭54. 9.17
(施)昭54. 9.18

港湾課

7091 9
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

公害防止事業費事業者負担金の納入について 昭和５４年度
(起)昭54. 5.14
(決)昭54. 5.14
(施)昭54. 5.14

港湾課

7091 10
田子の浦港第４次公害防止対策事
業関係

田子の浦港第４次後期汚泥処理費用のうち企業者
負担金の納期の特例について

昭和５３年度 (起)昭54. 1.18 港湾課

7092 1 震災対策～橋梁～ 震災点検総轄表 昭和５４年度 都市整備課

7092 2 震災対策～橋梁～
震災対策緊急整備計画（避難地、避難路）に関す
る打合せ会の開催について

昭和５３年度 (起)昭54. 3. 1 都市整備課

7093 1
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

国有財産の使用許可について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.26

農地企画課

7093 2
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

国有財産の継続使用許可申請について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.22
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.26

農地企画課

7093 3
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

国有財産の使用許可について 昭和５５年度
(起)昭55. 8. 5
(決)昭55. 8. 6
(施)昭55. 8. 6

農地企画課

7093 4
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

国有財産の継続使用許可申請について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.13
(決)昭55. 5.15
(施)昭55. 5.15

農地企画課
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7093 5
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

用途指定財産監査の実施について 昭和５４年度
(起)昭54. 6.11
(決)昭54. 6.12
(施)昭54. 6.13

農地企画課

7093 6
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

国有財産の使用許可について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.16
(施)昭52. 8.22

農地企画課

7093 7
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

国有財産の継続使用許可申請について 昭和５２年度
(起)昭52. 6. 8
(決)昭52. 6.10
(施)昭52. 6.20

農地企画課

7093 8
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

用途指定財産実地監査の実施について 昭和５０年度
(起)昭50. 8.26
(決)昭50. 8.27
(施)昭50. 8.27

農地企画課

7093 9
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

国有財産の使用許可について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.14
(決)昭50. 6.18
(施)昭50. 6.18

農地企画課

7093 10
東富士農業整備事業に係る国有財
産使用契約更新関係

国有財産の継続使用許可申請について 昭和４９年度
(起)昭49.11. 7
(決)昭49.11. 8
(施)昭49.11.14

農地企画課

7094 1
都田川ダム建設に伴う漁業補償契
約

漁業補償契約の締結について 昭和５３年度 (起)昭53. 4.14 農地企画課

7094 2
都田川ダム建設に伴う漁業補償契
約

漁業補償契約に係る覚書の締結について 昭和５３年度
(起)昭53. 4.14
(決)昭53. 4.19

農地企画課

7094 3
都田川ダム建設に伴う漁業補償契
約

漁業補償の支払について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4. 6
(施)昭53. 4.26

農地企画課

7094 4
都田川ダム建設に伴う漁業補償契
約

都田川漁業補償契約に係る「覚書」の交換につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 4. 1
(決)昭53. 4. 3
(施)昭53. 4. 3

農地企画課

7094 5
都田川ダム建設に伴う漁業補償契
約

都田川漁業交渉の合意書について（報告） 昭和５２年度 (収)昭53. 3.24
都田川農地防災
ダム建設事務所

7095 1 職員公舎実態調査 職員公舎実態調査について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.10 職員厚生課

7096 1 定期監査・決算審査
昭和60年度決算特別委員会における措置状況（資
料篇）

昭和６０年度 職員厚生課

7096 2 定期監査・決算審査
昭和60年度県議会決算特別委員会総務部長説明要
旨（資料篇）

昭和６０年度 職員厚生課

7096 3 定期監査・決算審査
昭和59年度　静岡県歳入歳出決算及び基金運用状
況審査意見書

昭和６０年度
静岡県監査委員
会

7096 4 定期監査・決算審査 継続審査に係る常任委員会開催要領 昭和６０年度 職員厚生課

7096 5 定期監査・決算審査 昭和59年度決算審査について 昭和６０年度 (収)昭60.10.11 出納事務局

7096 6 定期監査・決算審査 監査結果について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1
監査委員事務局
長

7096 7 定期監査・決算審査
昭和59年度における主要な施策の成果その他予算
の執行実績についての説明書

昭和６０年度 総務部他４局

7096 8 定期監査・決算審査 昭和60年度定期監査・決算審査質疑事項 昭和６０年度 職員厚生課

7096 9 定期監査・決算審査
定期監査・決算審査における総務部長の説明要旨
について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 5
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 7

職員厚生課
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7096 10 定期監査・決算審査
昭和59年度における主要な施策の成果を説明する
資料の提出について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.21 職員厚生課

7096 11 定期監査・決算審査 予備監査について 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 4 職員厚生課

7096 12 定期監査・決算審査
昭和60年度定期監査・決算審査調書及び別添資料
の提出について

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 1 職員厚生課

7096 13 定期監査・決算審査
昭和60年度定期監査及び昭和59年度決算審査の実
施について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.15 監査委員事務局

7096 14 定期監査・決算審査 昭和60年度定期監査等の執行について 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 1 監査委員事務局

7096 15 定期監査・決算審査 昭和59年度財政援助団体調査について 昭和５９年度 (収)昭60. 1.12 人事課

7097 1 ６月県議会関係綴
昭和60年６月県議会定例会各課（室）長本会議出
席表

昭和６０年度

7097 2 ６月県議会関係綴 総務部庶務係長会議伝達事項 昭和６０年度

7097 3 ６月県議会関係綴 復命書（庶務係長会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.10 職員厚生課

7097 4 ６月県議会関係綴 昭和60年６月県議会定例会追加議案説明書 昭和６０年度 静岡県

7097 5 ６月県議会関係綴 昭和60年６月県議会定例会議案説明書 昭和６０年度 静岡県

7097 6 ６月県議会関係綴 昭和60年６月県議会定例会追加議案 昭和６０年度 静岡県

7097 7 ６月県議会関係綴 昭和60年６月県議会定例会議案 昭和６０年度 静岡県

7097 8 ６月県議会関係綴 昭和60年６月県議会定例会　総務委員会説明資料 昭和６０年度 総務部

7097 9 ６月県議会関係綴 昭和60年６月県議会定例会　知事説明要旨 昭和６０年度 静岡県

7097 10 ６月県議会関係綴 昭和60年６月県議会定例会　部局長説明要旨 昭和６０年度 静岡県

7097 11 ６月県議会関係綴 昭和60年６月議会定例会　予想質問 昭和６０年度 職員厚生課

7097 12 ６月県議会関係綴 昭和60年６月議会定例会　詳細資料 昭和６０年度 職員厚生課

7097 13 ６月県議会関係綴 昭和60年６月議会定例会　資料 昭和６０年度 職員厚生課

7097 14 ６月県議会関係綴 昭和60年６月議会定例会　知事勉強資料 昭和６０年度 職員厚生課

7097 15 ６月県議会関係綴 総務部庶務係長会議伝達事項 昭和６０年度
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7098 1 ２月県議会関係綴
昭和60年２月県議会定例会議案説明書（昭和60年
度関係）

昭和５９年度 総務部

7098 2 ２月県議会関係綴
昭和60年２月県議会定例会議案説明書（昭和59年
度関係）

昭和５９年度 総務部他４局

7098 3 ２月県議会関係綴 昭和60年２月県議会定例会　知事説明要旨 昭和５９年度 静岡県

7098 4 ２月県議会関係綴 昭和60年２月県議会定例会　総務部長説明要旨 昭和５９年度 職員厚生課

7098 5 ２月県議会関係綴 昭和60年２月議会定例会　資料 昭和５９年度 職員厚生課

7098 6 ２月県議会関係綴 昭和60年２月議会定例会　詳細資料 昭和５９年度 職員厚生課

7098 7 ２月県議会関係綴 昭和60年２月議会定例会　知事勉強資料 昭和５９年度 職員厚生課

7098 8 ２月県議会関係綴
昭和60年２月県議会定例会の議案説明書の提出に
ついて

昭和５９年度 (起)昭60. 2. 9 職員厚生課

7098 9 ２月県議会関係綴 債務負担行為について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 1
(決)昭60. 2. 9

職員厚生課

7098 10 ２月県議会関係綴 総務部長説明要旨の原稿提出について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 4
(決)昭60. 2. 5

職員厚生課

7099 1 年度当初報告関係 「知事引継書」の資料の作成について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.21 職員厚生課

7099 2 年度当初報告関係
知事ヒヤリングのための事前部長ヒヤリングの開
催

昭和６０年度 (収)昭60. 4.24 財政課

7099 3 年度当初報告関係 各部（局）重点事業の知事ヒヤリングについて 昭和６０年度 (収)昭60. 4.10 企画調査課

7099 4 年度当初報告関係 職員録の原稿提出について 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 1 人事課

7100 1 利用状況等報告書 新熱海ホテル 昭和６０年度 職員厚生課

7100 2 利用状況等報告書 浜名荘 昭和６０年度 職員厚生課

7100 3 利用状況等報告書 職員会館 昭和６０年度 職員厚生課

7100 4 利用状況等報告書 ひくまの寮 昭和６０年度 職員厚生課

7101 1 湖西市県議補欠選挙選挙録等 湖西市県議会議員補欠選挙について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.16
(決)昭56. 7.16

市町村課

7101 2 湖西市県議補欠選挙選挙録等 県議会議員選挙立候補予定者説明会開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.17
(決)昭56. 7.18
(施)昭56. 7.20

市町村課

7101 3 湖西市県議補欠選挙選挙録等
静岡県湖西市県議会議員補欠選挙に係る県選挙管
理委員会事務従事者の内申について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.17
(決)昭56. 7.18
(施)昭56. 7.20

市町村課
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7101 4 湖西市県議補欠選挙選挙録等 静岡県湖西市県議会議員補欠選挙の執行について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.18
(施)昭56. 7.21

市町村課

7101 5 湖西市県議補欠選挙選挙録等
引き続き静岡県内に住所を有する旨の証明書の発
行について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.15
(決)昭56. 7.18
(施)昭56. 7.20

市町村課

7101 6 湖西市県議補欠選挙選挙録等 不在者投票事務について 昭和５６年度 (起)昭56. 7.21 市町村課

7101 7 湖西市県議補欠選挙選挙録等
立候補届事前審査及び立候補予定者説明会の開催
について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.16
(決)昭56. 7.18
(施)昭56. 7.28

市町村課

7101 8 湖西市県議補欠選挙選挙録等 書記の併任事例交付について 昭和５６年度 (起)昭56. 7.30 市町村課

7102 1
静清庵地区新広域市町村圏計画素
案の協議について

静清庵地区新広域市町村圏計画に係る協議に対す
る回答について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

地域振興課

7102 2
静清庵地区新広域市町村圏計画素
案の協議について

静清庵地区新広域市町村圏計画についての協議に
対する回答について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 3
(決)昭57. 3. 5
(施)昭57. 3. 5

地域振興課

7103 1 市町村選挙報告 市町村選挙報告（27市町選挙管理委員会） 昭和６０年度 市町村課

7103 2 市町村選挙報告 市町村選挙報告（６市町村選挙管理委員会） 昭和６１年度 市町村課

7104 1 県議会議員選挙確定報告書 静岡県議会議員選挙確定報告書 昭和５８年度 市町村課

7105 1 市町村財政の状況（個表） 昭和60年度決算状況 昭和６０年度 市町村課

7105 2 市町村財政の状況（個表） 昭和60年度公共施設状況 昭和６０年度 市町村課

7106 1 公債台帳集計表（市分） 地方交付税公債（集計）台帳 昭和６０年度 市町村課

7107 1 公債台帳集計表（町村分） 地方交付税公債（集計）台帳 昭和６０年度 市町村課

7108 1 ６月県議会（地域振興課分） 委員長報告について 昭和６０年度

7108 2 ６月県議会（地域振興課分）
「常任委員会における答弁のうち今後措置を要す
るものの報告」について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7. 8

地域振興課

7108 3 ６月県議会（地域振興課分）
昭和60年２月定例会　陳情文書措置状況の提出に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 6.21 地域振興課

7108 4 ６月県議会（地域振興課分） ６月議会の委員会における公室長説明要旨 昭和６０年度 (起)昭60. 6.18 地域振興課

7108 5 ６月県議会（地域振興課分） 環境企業委員会視察候補地の選定について 昭和６０年度

7109 1 松崎町安曇村姉妹都市提携 松崎町安曇野村姉妹都市提携式典案について 昭和５６年度 (起)昭56.10. 7 地域振興課

7109 2 松崎町安曇村姉妹都市提携 松崎町安曇野村姉妹都市提携打合せについて 昭和５６年度 (起)昭56. 8.11 地域振興課
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7110 1 新広域市町村圏計画執行状況
昭和60年度新広域市町村圏計画のローリングに係
る協議について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 8
(決)昭60. 2. 9

地域振興課

7111 1
昭和60年度地域総合整備事業計画
について（南伊豆、駿豆地区）

昭和60年度地域総合整備事業計画について（南伊
豆、駿豆地区）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 地域振興課

7112 1
昭和60年度地域総合整備事業計画
について（富士、静清庵、志太地
区）

昭和60年度地域総合整備事業計画について（富
士、静清庵、志太地区）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 市町村課

7113 1
昭和60年度地域総合整備事業計画
について（島田、榛原地区）

昭和60年度地域総合整備事業計画について（島
田、榛原地区）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 市町村課

7114 1
昭和60年度地域総合整備事業計画
について（中遠、北遠、西遠地
区）

昭和60年度地域総合整備事業計画について（中
遠、北遠、西遠地区）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 市町村課

7115 1 地域総合整備事業計画（第２次）
地域総合整備事業計画（２次ヒアリング）追加資
料について

昭和６０年度
(起)昭60.12.17
(決)昭60.12.18
(施)昭60.12.18

地域振興課

7115 2 地域総合整備事業計画（第２次）
地域総合整備事業計画（２次ヒアリング）につい
て

昭和６０年度 (起)昭60.12. 4 地域振興課

7115 3 地域総合整備事業計画（第２次） 地域総合整備事業計画（２次）について 昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.12. 2
(施)昭60.12. 3

地域振興課

7116 1
広域市町村圏等振興整備事業の概
況

広域市町村圏等振興整備事業の概況について 昭和６０年度 (起)昭61. 3. 3 地域振興課

7116 2
広域市町村圏等振興整備事業の概
況

広域市町村圏計画における事業費及び事業の執行
状況等について（回答）

昭和６０年度 (起)昭60.10.22 地域振興課

7116 3
広域市町村圏等振興整備事業の概
況

広域市町村圏計画における事業費及び事業の執行
状況等について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 5
(決)昭60. 9. 6
(施)昭60. 9. 9

地域振興課

7116 4
広域市町村圏等振興整備事業の概
況

昭和59年度新広域市町村圏計画県事業の執行状況
について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 4

地域振興課

7117 1 定期監査・決算審査
昭和59年度静岡県歳入歳出決算及び基金運用状況
審査意見書

昭和６０年度 静岡県監査委員

7117 2 定期監査・決算審査
昭和60年度静定期監査・決算審査総務部長説明要
旨（60.8.29）

昭和６０年度 総務部

7117 3 定期監査・決算審査 昭和60年度　静定期監査・決算審査調書別添資料 昭和６０年度 学事文書課

7118 1
中国浙江省教育文化交流事業費補
助金

静岡県私学中国浙江省教育交流事業費補助金の交
付確定について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60.10.19
(決)昭60.10.24
(施)昭60.10.24

私学振興室

7118 2
中国浙江省教育文化交流事業費補
助金

静岡県私学中国浙江省教育交流事業費補助金の交
付決定について

昭和６０年度
(決)昭60. 9. 6
(施)昭60. 9. 7

私学振興室

7118 3
中国浙江省教育文化交流事業費補
助金

静岡県私学中国浙江省教育交流事業費補助金交付
要綱の制定について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.27
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 3

私学振興室

7118 4
中国浙江省教育文化交流事業費補
助金

中国浙江省との教育交流視察団への県職員の派遣
について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 3
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.26

私学振興室

7119 1 昭和59・60年度災害発生状況 第３号様式　災害年報 昭和６０年度 消防防災課
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7119 2 昭和59・60年度災害発生状況 市町村別被災原因調書（昭和60年災害）年間計 昭和６０年度 消防防災課

7119 3 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（地すべり12月４日16
時確定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 4 昭和59・60年度災害発生状況 第１号様式　災害確定報告（大雨11月８日確定） 昭和６０年度 消防防災課

7119 5 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（台風第14号による大
雨９月４日16時確定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 6 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（大雨８月24日17時確
定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 7 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（大雨８月16日16時確
定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 8 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（大雨８月16日16時確
定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 9 昭和59・60年度災害発生状況
災害確定報告（台風第６号による大雨と強風10月
１日12時確定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 10 昭和59・60年度災害発生状況
台風第６号による災害速報について（第５報７月
９日17時現在）

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 9 消防防災課

7119 11 昭和59・60年度災害発生状況 梅雨前線豪雨等の被害について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.23 消防庁防災課

7119 12 昭和59・60年度災害発生状況
昭和60年６月18日から梅雨前線と台風第６号によ
る災害速報について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 4 消防防災課

7119 13 昭和59・60年度災害発生状況 災害速報災害確定報告（６月28日現在） 昭和６０年度 消防防災課

7119 14 昭和59・60年度災害発生状況 災害速報災害報告（６月26日10時現在） 昭和６０年度 消防防災課

7119 15 昭和59・60年度災害発生状況 災害速報災害報告（６月22日10時現在） 昭和６０年度 消防防災課

7119 16 昭和59・60年度災害発生状況 災害速報災害報告（６月21日15時現在） 昭和６０年度 消防防災課

7119 17 昭和59・60年度災害発生状況 災害速報災害報告（６月20日15時現在） 昭和６０年度 消防防災課

7119 18 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（大雨６月11日10時確
定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 19 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（大雨５月30日10時確
定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 20 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（竜巻４月22日９時確
定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 21 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（大雨４月25日10時確
定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 22 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（低気圧による大雨４
月２日10時確定）

昭和６０年度 消防防災課
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7119 23 昭和59・60年度災害発生状況
第１号様式　災害確定報告（低気圧による大雨４
月２日10時確定）

昭和６０年度 消防防災課

7119 24 昭和59・60年度災害発生状況
２月９日の低気圧豪雨による被害状況速報の送付
について

昭和５９年度 (起)昭60. 2.20 消防防災課

7120 1 自衛隊災害派遣要請
南アルプスの山岳遭難事故について（第１報）電
話（口頭）受信記録 昭和60年６月17日14時35分
受信

昭和６０年度 消防防災課

7120 2 自衛隊災害派遣要請
南アルプス千枚岳遭難事故の状況（通報）電話
（口頭）受信記録 昭和60年６月18日15時00分受
信

昭和６０年度 消防防災課

7120 3 自衛隊災害派遣要請
南アルプス千枚岳遭難事故の民間救助隊の出動に
ついて（通報）電話（口頭）受信記録 昭和60年
６月18日20時00分受信

昭和６０年度 消防防災課

7120 4 自衛隊災害派遣要請
南アルプス千枚岳遭難事故の民間救助隊の現地情
報について（通報）電話（口頭）受信記録 昭和
60年６月19日12時30分受信

昭和６０年度 消防防災課

7120 5 自衛隊災害派遣要請 自衛隊災害派遣の要請について（うかがい） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(施)昭60. 6.24

消防防災課

7120 6 自衛隊災害派遣要請
浜北市水防演習への航空自衛隊派遣要請について
（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 5
(施)昭60. 7. 8

消防防災課

7120 7 自衛隊災害派遣要請
昭和60年度林野火災防ぎょ訓練に係る自衛隊の航
空機とう乗承認申請等について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 3
(施)昭60.10. 3

消防防災課

7120 8 自衛隊災害派遣要請 自衛隊災害派遣の要請について（うかがい） 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 3
(決)昭61. 1. 3
(施)昭61. 1. 7

消防防災課

7120 9 自衛隊災害派遣要請 自衛隊災害派遣の撤収要請について（うかがい） 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 6
(施)昭61. 1. 7

消防防災課

7120 10 自衛隊災害派遣要請
焼津市高草山の林野火災にかかる自衛隊災害派遣
要請及び撤収要請について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 5
(施)昭61. 3. 6

消防防災課

7121 1 静岡県地域防災計画の修正 地域防災計画の修正について 昭和６０年度 (収)昭60.11. 6 内閣総理大臣

7121 2 静岡県地域防災計画の修正
昭和60年度版静岡県地域防災計画について（送
付）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.21

消防防災課

7121 3 静岡県地域防災計画の修正
昭和60年度版静岡県地域防災計画（一般対策編　
資料編）の改定について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.15 消防防災課

7121 4 静岡県地域防災計画の修正 静岡県地域防災計画の修正について（通知） 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 8
(施)昭60. 7.15

消防防災課

7121 5 静岡県地域防災計画の修正
静岡県地域防災計画修正の協議について（うかが
い）

昭和６０年度 (起)昭60. 6. 8 消防防災課

7121 6 静岡県地域防災計画の修正
昭和60年度静岡県地域防災計画修正案の訂正につ
いて（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 6. 1 消防防災課

7121 7 静岡県地域防災計画の修正
昭和60年度静岡県地域防災計画修正案について
（送付）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.20 消防防災課

7121 8 静岡県地域防災計画の修正
昭和60年度静岡県地域防災計画の修正の照会につ
いて（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.11
(決)昭60. 3.22

消防防災課
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7122 1 石油コンビナート等実態調査
石油コンビナート等災害対策、特殊災害対策等の
実態調査について（回答）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 5.30

消防防災課

7122 2 石油コンビナート等実態調査
石油コンビナート等災害対策、特殊災害対策等の
実態調査について（依頼）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.26
(決)昭60. 3.26

消防防災課

7122 3 石油コンビナート等実態調査
石油コンビナート等災害対策、特殊災害対策等の
実態調査（４月30日提出期日分）について（回
答）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 消防防災課

7123 1 火災月報集計
昭和60年度各種消防防災行政統計調査の電算処理
について（回答）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 4
(決)昭60. 4. 5
(施)昭60. 4. 6

消防防災課

7123 2 火災月報集計 火災月報（12月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.11
(決)昭61. 1.14
(施)昭61. 1.14

消防防災課

7123 3 火災月報集計 火災月報（11月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60.11.14
(決)昭60.11.14
(施)昭60.11.14

消防防災課

7123 4 火災月報集計 火災月報（10月分）について（報告） 昭和６０年度 (起)昭60.10.14 消防防災課

7123 5 火災月報集計 火災月報（９月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60.10.15
(決)昭60.10.15
(施)昭60.10.15

消防防災課

7123 6 火災月報集計 火災月報（８月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.12
(施)昭60. 9.19

消防防災課

7123 7 火災月報集計 火災月報（７月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.16
(施)昭60. 8.16

消防防災課

7123 8 火災月報集計 火災月報（６月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.17
(施)昭60. 7.19

消防防災課

7123 9 火災月報集計 火災月報（５月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.19
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.19

消防防災課

7123 10 火災月報集計 火災月報（４月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.17
(施)昭60. 5.19

消防防災課

7123 11 火災月報集計 火災月報（３月分）について（報告） 昭和６０年度
(起)昭60. 4.17
(決)昭60. 4.19
(施)昭60. 4.19

消防防災課

7123 12 火災月報集計 火災月報（２月分）について（報告） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.18
(施)昭60. 3.18

消防防災課

7123 13 火災月報集計 火災月報（１月分）について（報告） 昭和５９年度
(起)昭60. 2.18
(決)昭60. 2.19
(施)昭60. 2.19

消防防災課

7124 1 火災月報　訂正分　累計分 火災月報　訂正分　累計分
昭和５９年度
昭和６０年度

消防防災課

7125 1
同時通報用無線施設整備費補助金
実績報告書（沼津市）

実績報告書（沼津市） 昭和６０年度 (収)昭61. 3.28 沼津市長

7126 1
同時通報用無線施設整備費補助金
実績報告書（春野町）

実績報告書（周知郡春野町） 昭和６０年度 (収)昭61. 3.31 春野町長

7127 1
市町村地震対策総合整備事業実績
報告書（浜松市）

昭和60年度　静岡県市町村地震対策総合整備費補
助金交付申請書（浜松市）

昭和６０年度 (収)昭60.12.12 浜松市長
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7128 1
市町村地震対策総合整備事業実績
報告書（南伊豆町）

実績報告書（南伊豆町） 昭和６０年度 (収)昭61. 2.28 南伊豆町長

7129 1
第１回課題通信「暴力団に関する
アンケート調査」

第１回課題通信「暴力団に関するアンケート調
査」の集約結果の送付について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 8
(決)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8.12

広報課

7129 2
第１回課題通信「暴力団に関する
アンケート調査」

課題通信にかかる回答用紙の送付及び分析依頼に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 6. 1
(施)昭60. 6. 3

広報課

7129 3
第１回課題通信「暴力団に関する
アンケート調査」

第１回課題通信「暴力団に関するアンケート調
査」の実施について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 4
(決)昭60. 5. 4
(施)昭60. 5. 7

広報課

7130 1
第２回課題通信「県民の余暇意識
調査」

第２回課題通信「県民の余暇意識調査」の集約結
果の送付について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.28
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.30

広報課

7130 2
第２回課題通信「県民の余暇意識
調査」

第２回課題通信「県民の余暇意識調査」の回答用
紙の送付及び分析依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.10
(決)昭60. 6.10
(施)昭60. 6.10

広報課

7130 3
第２回課題通信「県民の余暇意識
調査」

第２回課題通信「県民の余暇意識調査」の実施に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.17
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.21

広報課

7131 1
第３回課題通信「河川空間利用意
識調査」

第３回課題通信「河川空間利用意識調査」の集計
結果の送付について

昭和６０年度
(起)昭60.12.17
(決)昭60.12.19
(施)昭60.12.19

広報課

7131 2
第３回課題通信「河川空間利用意
識調査」

第３回課題通信「河川空間利用意識調査」の回答
用紙の送付及び分析依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.27
(決)昭60. 9.27
(施)昭60. 9.28

広報課

7131 3
第３回課題通信「河川空間利用意
識調査」

第３回課題通信「河川空間利用意識調査」の実施
について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.13
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.21

広報課

7132 1
第４回課題通信「県民の森等に関
するアンケート」

第４回課題通信「県民の森等に関する意識調査」
の分析結果について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.25
(決)昭61. 2.26
(施)昭61. 2.26

広報課

7132 2
第４回課題通信「県民の森等に関
するアンケート」

第４回課題通信「県民の森等に関するアンケート
調査」の回答用紙の送付及び分析依頼について

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.15
(施)昭60.10.16

広報課

7132 3
第４回課題通信「県民の森等に関
するアンケート」

第４回課題通信「県民の森等に関するアンケー
ト」の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.26
(決)昭60. 9.26
(施)昭60. 9.28

広報課

7132 4
第４回課題通信「県民の森等に関
するアンケート」

第４回課題通信「県民の森等に関するアンケート
調査」の実施について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.24
(決)昭60. 8.27
(施)昭60. 8.27

広報課

7133 1
第５回課題通信「県民の観光につ
いての意識調査」

第５回課題通信「県民の観光についての意識調
査」の分析結果について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.24
(施)昭61. 2.26

広報課

7133 2
第５回課題通信「県民の観光につ
いての意識調査」

第５回課題通信「県民の観光についての意識調
査」の分析依頼について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12. 6

広報課

7133 3
第５回課題通信「県民の観光につ
いての意識調査」

第５回課題通信「県民の観光についての意識調
査」の未提出者に対する依頼について

昭和６０年度
(起)昭60.11.27
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.28

広報課

7133 4
第５回課題通信「県民の観光につ
いての意識調査」

第５回課題通信「県民の観光についての意識調
査」の実施について

昭和６０年度
(起)昭60.11. 5
(決)昭60.11. 6
(施)昭60.11. 7

広報課

7134 1
第６回課題通信「高齢者対策に関
する福祉ニーズ調査」

第６回課題通信「高齢者対策に関する福祉ニーズ
調査」の調査結果の送付について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.28
(決)昭61. 1.29
(施)昭61. 1.29

広報課

7134 2
第６回課題通信「高齢者対策に関
する福祉ニーズ調査」

第６回課題通信「高齢者対策に関する福祉ニーズ
調査」の分析依頼について

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 7
(施)昭61. 1. 7

広報課

7134 3
第６回課題通信「高齢者対策に関
する福祉ニーズ調査」

第６回課題通信「高齢者対策に関する福祉ニーズ
調査」の未提出者に対する依頼について

昭和６０年度
(起)昭60.12.17
(決)昭60.12.19
(施)昭60.12.19

広報課

344 ページ



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

7134 4
第６回課題通信「高齢者対策に関
する福祉ニーズ調査」

第６回課題通信「高齢者対策に関する福祉ニーズ
調査」の実施について

昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.11.29
(施)昭60.12. 2

広報課

7135 1 昭和60年９月県議会関係
昭和60年９月県議会環境企業委員会における質疑
状況の報告について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 7
(決)昭60.10.14

広報課

7136 1
昭和60年９月常任委員会説明要旨
関係

昭和60年９月県議会定例会議案説明書 昭和６０年度 知事公室長所管

7136 2
昭和60年９月常任委員会説明要旨
関係

昭和60年９月県議会定例会知事説明要旨 昭和６０年度 静岡県

7136 3
昭和60年９月常任委員会説明要旨
関係

昭和60年９月議会資料について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 6
(決)昭60. 9. 9

広報課

7136 4
昭和60年９月常任委員会説明要旨
関係

昭和60年９月県議会定例会知事説明要旨について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 8.31

広報課

7136 5
昭和60年９月常任委員会説明要旨
関係

昭和60年９月県議会定例会知事公室長説明要旨に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 8.31

広報課

7136 6
昭和60年９月常任委員会説明要旨
関係

昭和60年９月議会提出議案・件名表等について 昭和６０年度 (起)昭60. 8.22 広報課

7137 1 決算特別委員会関係の説明書等 昭和60年度　決算特別委員会質疑状況について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 5
(決)昭60.11. 5

広報課

7137 2 決算特別委員会関係の説明書等
昭和60年度　決算特別委員会における公室長説明
要旨及び課長説明要旨について

昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.22

広報課

7137 3 決算特別委員会関係の説明書等
昭和59年度における主要な施策の成果その他予算
の執行実績についての説明書

昭和６０年度 知事公室長所管

7138 1 昭和60年県議会関係説明書
昭和60年２月県議会定例会環境企業委員会知事公
室長説明

昭和５９年度 知事公室長所管

7138 2 昭和60年県議会関係説明書 昭和60年２月県議会定例会知事説明要旨 昭和５９年度 静岡県

7138 3 昭和60年県議会関係説明書 昭和60年２月県議会定例会知事公室長説明要旨 昭和５９年度 知事公室長所管

7138 4 昭和60年県議会関係説明書 昭和60年２月県議会定例会議案説明書 昭和５９年度 知事公室長所管

7138 5 昭和60年県議会関係説明書 昭和60年２月県議会定例会議案説明書 昭和５９年度 知事公室長所管

7138 6 昭和60年県議会関係説明書 昭和60年度予算の説明 昭和５９年度
静岡県総務部財
政課

7138 7 昭和60年県議会関係説明書 昭和60年２月県議会　議会資料 昭和５９年度 広報課

7138 8 昭和60年県議会関係説明書 昭和60年県議会　内部資料 昭和５９年度 広報課

7139 1 昭和57年度陳情書・要望書等 昭和58年２月定例会　陳情文書表 昭和５７年度 静岡県議会

7139 2 昭和57年度陳情書・要望書等 陳情書 昭和５７年度 (起)昭58. 2.17 企画調査課

345 ページ



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

7139 3 昭和57年度陳情書・要望書等 陳情文書の措置状況について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

企画調査課

7139 4 昭和57年度陳情書・要望書等 昭和57年11月定例会　陳情文書表 昭和５７年度 静岡県議会

7139 5 昭和57年度陳情書・要望書等 昭和57年９月定例会　陳情文書表 昭和５７年度 静岡県議会

7139 6 昭和57年度陳情書・要望書等 昭和57年６月定例会　陳情文書表 昭和５７年度 静岡県議会

7140 1 当初予算各党要望 昭和58年９月補正予算の編成に対する申し入れ 昭和５８年度 (収)昭58. 8.23 社会党県議団他

7140 2 当初予算各党要望
昭和58年度当初予算に対する要望事項と各部の対
応について

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 5 企画調査課

7141 1 ２月県議会定例会 昭和58年２月県議会定例会議案説明書 昭和５７年度 知事公室長所管

7141 2 ２月県議会定例会 昭和58年度当初予算課別変更調書 昭和５７年度 静岡県

7141 3 ２月県議会定例会
昭和58年２月県議会定例会議案説明書（昭和57年
度関係）

昭和５７年度 知事公室長所管

7141 4 ２月県議会定例会 昭和58年２月県議会定例会知事説明要旨 昭和５７年度 静岡県

7141 5 ２月県議会定例会 昭和58年２月県議会定例会知事公室長説明要旨 昭和５７年度 知事公室長所管

7141 6 ２月県議会定例会 昭和58年度予算の説明 昭和５７年度
静岡県総務部財
政課

7142 1 ５月臨時会・６月定例会 昭和58年６月県議会定例会知事説明要旨 昭和５８年度 静岡県

7142 2 ５月臨時会・６月定例会 昭和58年６月県議会定例会部局長説明要旨 昭和５８年度 静岡県

7142 3 ５月臨時会・６月定例会 昭和58年６月県議会定例会議案 昭和５８年度 静岡県

7142 4 ５月臨時会・６月定例会 昭和58年６月県議会定例会議案説明書 昭和５８年度 静岡県

7142 5 ５月臨時会・６月定例会 昭和58年５月県議会臨時会部局長説明要旨 昭和５８年度 静岡県

7142 6 ５月臨時会・６月定例会 昭和58年５月県議会臨時会議案 昭和５８年度 静岡県

7142 7 ５月臨時会・６月定例会 昭和58年５月県議会臨時会議案説明書 昭和５８年度 静岡県

7143 1 昭和58年度陳情書・要望書 陳情書　警察署の設置について（浜北市） 昭和５８年度 (収)昭58. 7.22 浜北市長他

7143 2 昭和58年度陳情書・要望書 当初予算に対する要望事項（共産党） 昭和５８年度 (収)昭59. 2. 6 日本共産党
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7143 3 昭和58年度陳情書・要望書 当初予算に対する要望事項（公明党） 昭和５８年度 (収)昭59. 1.28 公明党

7143 4 昭和58年度陳情書・要望書 昭和59年度予算と施策についての申入れ 昭和５８年度 (収)昭59. 1.18
日本共産党静雄
亜県議会議員花
井征二

7143 5 昭和58年度陳情書・要望書
陳情書　静岡海岸離岸堤事業の促進について（静
岡市）

昭和５８年度 (収)昭59. 1.31 静岡市長

7143 6 昭和58年度陳情書・要望書
陳情書　東海道新幹線掛川駅設置について（掛川
駅設置促進市町村）

昭和５８年度 (収)昭59. 2.22
掛川駅設置促進
市町村幹事会

7143 7 昭和58年度陳情書・要望書 要望書　高度情報化の促進（静岡県） 昭和５８年度 静岡県

7143 8 昭和58年度陳情書・要望書 陳情文書措置状況の提出について 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 5 企画調査課

7143 9 昭和58年度陳情書・要望書 昭和58年11月定例会　陳情文書表 昭和５８年度 静岡県議会

7143 10 昭和58年度陳情書・要望書 昭和58年９月定例会陳情文書措置状況について 昭和５８年度
(起)昭58.11.24
(決)昭58.11.24
(施)昭58.11.24

企画調査課

7143 11 昭和58年度陳情書・要望書 昭和58年９月定例会　陳情文書表 昭和５８年度 静岡県議会

7143 12 昭和58年度陳情書・要望書 昭和59年度県予算に対する要望（静岡県市長会） 昭和５８年度 (収)昭58.11.21 静岡県市長会

7143 13 昭和58年度陳情書・要望書 要望書　（同和対策協議会） 昭和５８年度 (収)昭58.11. 4
静岡県同和対策
協議会

7143 14 昭和58年度陳情書・要望書 陳情書　浜松・御前崎海岸道の早期建設 昭和５８年度 (収)昭58.10.26
浜松・御前崎海
岸道建設促進期
成同盟会

7143 15 昭和58年度陳情書・要望書 台風10号と秋雨前線豪雨災害対策（佐久間町） 昭和５８年度 (収)昭58.11.15 佐久間町

7143 16 昭和58年度陳情書・要望書 要望書（静岡県町村議会議長会） 昭和５８年度 (収)昭58.10.17
静岡県町村議会
議長会

7143 17 昭和58年度陳情書・要望書 昭和58年６月定例会陳情文書措置状況について 昭和５８年度 (起)昭58.10. 6 企画調査課

7143 18 昭和58年度陳情書・要望書 陳情書（龍山村） 昭和５８年度 (収)昭58. 7.25 龍山村

7143 19 昭和58年度陳情書・要望書 昭和58年２月定例会陳情文書措置状況について 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 4 企画調査課

7143 20 昭和58年度陳情書・要望書 陳情書（佐久間町） 昭和５８年度 (収)昭58. 6.25 佐久間町

7144 1
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書１
／２

昭和60年度定期監査調書・決算審査調書（秘書
課）

昭和６０年度 秘書課
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7144 2
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書１
／２

昭和60年度定期監査・決算審査調書（企画調査
課）

昭和６０年度 企画調査課

7144 3
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書１
／２

昭和60年度定期監査・決算審査調書（地域振興
課）

昭和６０年度 地域振興課

7144 4
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書１
／２

昭和60年度定期監査・決算審査調書（広報課） 昭和６０年度 広報課

7144 5
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書１
／２

昭和60年度定期監査決算審査調書（知事公室消防
防災課）

昭和６０年度 消防防災課

7144 6
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書１
／２

昭和60年度定期監査決算審査調書（地震対策課） 昭和６０年度 地震対策課

7144 7
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書１
／２

昭和60年度定期監査・決算審査別添資料 昭和６０年度 知事公室長所管

7145 1
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書２
／２

「昭和60年度定期監査・決算審査」知事公室長説
明要旨

昭和６０年度 知事公室

7145 2
昭和60年度定期監査調書・決算審
査調書・主要施策の成果説明書２
／２

昭和59年度決算における主要な施策の成果を説明
する資料の提出について

昭和６０年度 出納事務局長

7146 1 知事公室長引継及び各課重点事業 知事公室長引継及び各課重点事業 昭和６０年度 企画課

7147 1 三大学監査調書 昭和60年度定期監査調書 昭和６０年度
静岡女子短期大
学

7147 2 三大学監査調書 昭和60年度定期監査調書 昭和６０年度 静岡薬科大学

7147 3 三大学監査調書 昭和60年度定期監査調書 昭和６０年度 静岡女子大学

7148 1 監査関係資料（県立大学建設室）
昭和59年度における主要な施策の成果説明書の印
刷原稿の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.13
(決)昭60. 8.14

県立大学建設室

7148 2 監査関係資料（県立大学建設室） 定期監査資料の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.26

県立大学建設室

7149 1
環境アセスメント（東名・138号
線）

一般国道138号東富士道路の建設に伴う環境影響
評価について（照会）

昭和５６年度 (収)昭56.10.24 道路建設課

7149 2
環境アセスメント（東名・138号
線）

復命書（一般国道138号建設に係る環境影響評価
打合せ）

昭和５６年度 (起)昭56.10.22
資源エネルギー
課

7149 3
環境アセスメント（東名・138号
線）

一般国道138号東富士道路の建設に伴う環境影響
評価報告書（案）の質疑・要望について

昭和５６年度 (収)昭56.10.16 道路建設課

7149 4
環境アセスメント（東名・138号
線）

東海自動車道（大井松田～御殿場間）改築に伴う
環境影響評価書に関する質疑について

昭和５６年度 (収)昭56. 8.25 道路建設課
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7149 5
環境アセスメント（東名・138号
線）

一般国道138号東富士道路環境影響評価について
回答

昭和５６年度
(起)昭56. 8.10
(決)昭56. 8.12
(施)昭56. 8.12

資源エネルギー
課

7149 6
環境アセスメント（東名・138号
線）

東名高速道路改築に関わる環境影響評価について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 7
(決)昭56. 8.12
(施)昭56. 8.12

資源エネルギー
課

7149 7
環境アセスメント（東名・138号
線）

復命書（国道138号バイパス環境影響評価報告
会）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.22
資源エネルギー
課

7149 8
環境アセスメント（東名・138号
線）

復命書（東名バイパス環境アセスメント説明会） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.14
資源エネルギー
課

7149 9
環境アセスメント（東名・138号
線）

東名高速道路改築工事に関わる環境影響評価の対
象項目の追加について

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 1
(決)昭56. 5. 6
(施)昭56. 5. 8

資源エネルギー
課

7149 10
環境アセスメント（東名・138号
線）

復命書（東名改築に係る環境影響評価打合せ会出
席）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.28
資源エネルギー
課

7150 1
県民生活実態調査「健康」報告書
（その１）

クロス集計表① 昭和６０年度 統計課

7150 2
県民生活実態調査「健康」報告書
（その１）

クロス集計表② 昭和６０年度 統計課

7151 1
県民生活実態調査「健康」報告書
（その２）

クロス集計表③ 昭和６０年度 統計課

7151 2
県民生活実態調査「健康」報告書
（その２）

クロス集計表④ 昭和６０年度 統計課

7152 1
県民生活実態調査「健康」報告書
（その３）

クロス集計表再① 昭和６０年度 統計課

7152 2
県民生活実態調査「健康」報告書
（その３）

クロス集計表再② 昭和６０年度 統計課

7152 3
県民生活実態調査「健康」報告書
（その３）

クロス集計表再③ 昭和６０年度 統計課

7153 1
県民生活実態調査「健康」報告書
（その４）

クロス集計表⑥ 昭和６０年度 統計課

7153 2
県民生活実態調査「健康」報告書
（その４）

クロス集計表⑦ 昭和６０年度 統計課

7154 1 公共水域水質調査結果
昭和59年度全国公共用水域水質測定結果のうちＢ
ＯＤ又はＣＯＤの高濃度水域に関する確認につい
て（回答）

昭和６０年度
(起)昭60.11.12
(決)昭60.11.14
(施)昭60.11.14

水質保全課

7154 2 公共水域水質調査結果 昭和59年度公共用水域水質測定結果について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.26 浜松市

7154 3 公共水域水質調査結果 昭和59年度公共用水域水質測定結果について 昭和６０年度 (収)昭60.12.12 環境庁

7155 1 水質汚濁物質排出量総合調査
昭和60年度水質汚濁物質排出量総合調査における
業務委託費の額の確定について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.18
(決)昭61. 4.23

水質保全課

7155 2 水質汚濁物質排出量総合調査
昭和61年度水質汚濁物質排出量総合調査に係る委
託費生産報告書及び委託費交付請求書について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.29

水質保全課
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7155 3 水質汚濁物質排出量総合調査
昭和60年度水質汚濁物質排出量総合調査に係る委
託業務結果について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.26

水質保全課

7155 4 水質汚濁物質排出量総合調査
昭和60年度水質汚濁物質排出量総合調査の業務委
託について

昭和６０年度 (起)昭60.12.20 水質保全課

7155 5 水質汚濁物質排出量総合調査 水質汚濁物質排出量総合調査の実施について 昭和６０年度 (起)昭60.11.27 水質保全課

7155 6 水質汚濁物質排出量総合調査
昭和60年度水質汚濁物質排出量総合調査業務の委
託について

昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.22
(施)昭60.11.22

水質保全課

7155 7 水質汚濁物質排出量総合調査 水質汚濁物質排出量総合調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.27
(決)昭60. 8.31
(施)昭60. 8.31

水質保全課

7156 1
生活排水関係資料（定例部長会
議）

生活排水・知事部長提出資料 昭和５９年度 水質保全課

7157 1 製紙・汚でい等実態調査
パルプ、紙製造業より排出される産業廃棄物の実
態調査について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 6
(決)昭58. 5. 6

環境衛生課

7158 1 森林整備計画（北遠分） 森林整備計画（北遠農林事務所分）について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.28
(施)昭60. 5.28

自然保護課

7159 1 安倍地域森林計画書 安倍地域森林計画書の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 6 林政課

7160 1 静岡・清水地域公害防止計画 静岡・清水地域公害防止計画の承認について 昭和６０年度 (収)昭61. 3. 7 大気保全課

7160 2 静岡・清水地域公害防止計画
静岡・清水地域公害防止計画（素案）の意見等に
対する回答について

昭和６０年度 (収)昭60.12.24 大気保全課

7160 3 静岡・清水地域公害防止計画
静岡・清水地域公害防止計画（素案）に対する意
見等について

昭和６０年度
(起)昭60.12.10
(決)昭60.12.12
(施)昭60.12.12

自然保護課

7160 4 静岡・清水地域公害防止計画 静岡・清水地域公害防止計画素案等について 昭和６０年度 (収)昭60.11.27 大気保全課

7161 1
昭和60年度県議会（消費者係　６
月・９月・11月）

昭和60年度県議会消費係　６月・９月・11月 昭和６０年度 消費生活課

7162 1 公共料金調査　経済企画庁
地方公共団体の決定にかかわる公共料金の調査に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.28
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

県民生活課

7162 2 公共料金調査　経済企画庁
地方公共団体の決定にかかわる公共料金の調査に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.17
(施)昭60. 7.17

県民生活課

7162 3 公共料金調査　経済企画庁
地方公共団体の決定にかかわる公共料金の調査に
ついて　昭和60年７月１日調査

昭和６０年度
経済企画庁物価
局

7163 1
全市主要生活物資価格調査　No.
１

全市主要生活物資価格調査の手引等の作成につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 3.17
(決)昭61. 3.18

県民生活課

7163 2
全市主要生活物資価格調査　No.
１

全市主要生活物資価格調査の調査品目の規格等の
変更について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.17
(施)昭61. 3.20

県民生活課

7163 3
全市主要生活物資価格調査　No.
１

「全市主要生活物資価格調査」に関するアンケー
トについて

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 3
(決)昭61. 2. 4
(施)昭61. 2. 4

県民生活課

7163 4
全市主要生活物資価格調査　No.
１

全市主要生活物資価格調査の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.11.21
(決)昭60.11.22
(施)昭60.11.22

県民生活課
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7164 1
全市主要生活物資価格調査　No.
２

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.27
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

県民生活課

7164 2
全市主要生活物資価格調査　No.
２

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.29
(決)昭60. 8.31
(施)昭60. 8.31

県民生活課

7164 3
全市主要生活物資価格調査　No.
２

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.24
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.26

県民生活課

7164 4
全市主要生活物資価格調査　No.
２

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.28
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.29

県民生活課

7164 5
全市主要生活物資価格調査　No.
２

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.29
(決)昭60. 5.29
(施)昭60. 5.30

県民生活課

7164 6
全市主要生活物資価格調査　No.
２

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.24
(決)昭60. 4.25
(施)昭60. 4.25

県民生活課

7165 1
全市主要生活物資価格調査　No.
３

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.27

県民生活課

7165 2
全市主要生活物資価格調査　No.
３

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.27
(決)昭61. 2.28
(施)昭61. 2.28

県民生活課

7165 3
全市主要生活物資価格調査　No.
３

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 1
(決)昭61. 2. 3
(施)昭61. 2. 3

県民生活課

7165 4
全市主要生活物資価格調査　No.
３

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭60.12.27
(決)昭60.12.28
(施)昭61. 1. 6

県民生活課

7165 5
全市主要生活物資価格調査　No.
３

全市主要生活物資価格調査結果について 昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.11.29
(施)昭60.12. 2

県民生活課

7165 6
全市主要生活物資価格調査　No.
３

全市主要生活物資価格調査の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.10.25
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

県民生活課

7166 1 厚生省報告例（４月～７月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.28
(施)昭60. 8.28

社会課

7166 2 厚生省報告例（４月～７月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.20
(決)昭60. 7.22
(施)昭60. 7.23

社会課

7166 3 厚生省報告例（４月～７月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

社会課

7166 4 厚生省報告例（４月～７月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

社会課

7167 1 厚生省報告例（８月～11月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.12.19
(決)昭60.12.21
(施)昭60.12.23

社会課

7167 2 厚生省報告例（８月～11月） 厚生省報告例（生活保護関係）の疑義について 昭和６０年度 (収)昭60.12.20 厚生省

7167 3 厚生省報告例（８月～11月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.11.27
(決)昭60.11.30
(施)昭60.11.30

社会課

7167 4 厚生省報告例（８月～11月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.10.24
(決)昭60.10.28
(施)昭60.10.28

社会課

7167 5 厚生省報告例（８月～11月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.20
(決)昭60. 9.24
(施)昭60. 9.24

社会課
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7168 1 厚生省報告例（12月～３月） 厚生省報告例（生活保護関係）の疑義について 昭和６１年度 (収)昭61. 5.20 厚生省

7168 2 厚生省報告例（12月～３月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.25
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

社会課

7168 3 厚生省報告例（12月～３月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の訂正について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.22
(決)昭61. 4.22
(施)昭61. 4.22

社会課

7168 4 厚生省報告例（12月～３月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.22
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.25

社会課

7168 5 厚生省報告例（12月～３月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.21
(決)昭61. 2.24
(施)昭61. 2.24

社会課

7168 6 厚生省報告例（12月～３月） 厚生省報告例（社会福祉関係）の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.24
(決)昭61. 1.30
(施)昭61. 1.30

社会課

7169 1 審議会等への委員の婦人の登用 審議会等の委員への婦人の登用について 昭和５９年度
(起)昭59.12. 1
(決)昭59.12. 3

婦人青少年課

7169 2 審議会等への委員の婦人の登用 復命書（審議会等への婦人の登用状況調査） 昭和５９年度 (起)昭59. 9.27 婦人青少年課

7170 1 知事ヒアリング・次長ヒアリング
昭和60年度「県民と知事と話し合う会」にかかる
知事手持資料の作成について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.31 知事公室長

7170 2 知事ヒアリング・次長ヒアリング 各部局重点事業の知事ヒヤリングについて 昭和６０年度 (収)昭60. 4.10 企画調査課

7170 3 知事ヒアリング・次長ヒアリング 昭和59年度地域政策の動向調査について 昭和６０年度

7170 4 知事ヒアリング・次長ヒアリング 地域政策の動向調査について 昭和５９年度

7171 1 社会福祉施設調査　No.３
昭和60年度社会福祉施設調査の実施について（提
出）

昭和６０年度
(起)昭60.11.14
(決)昭60.11.15
(施)昭60.11.15

社会課

7172 1 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告書の提出につ
いて（３月分）

昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.21
(施)昭61. 4.21

社会課

7172 2 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告書の提出につ
いて（２月分）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.17
(決)昭61. 3.19
(施)昭61. 3.19

社会課

7172 3 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告書の提出につ
いて（１月分）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.19

社会課

7172 4 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告について（12
月分）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.17 社会課

7172 5 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告書の提出につ
いて（11月分）

昭和６０年度 (起)昭60.12.19 社会課

7172 6 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告について（10
月分）

昭和６０年度 (起)昭60.11.16 社会課

7172 7 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告書の提出につ
いて（９月分）

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.14
(施)昭60.10.14

社会課

7172 8 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告について（８
月分）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.17 社会課
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7172 9 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告について（７
月分）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.16
(決)昭60. 8.16
(施)昭60. 8.16

社会課

7172 10 生活保護費経理状況報告書
昭和60年度生活保護費経理状況報告書の提出につ
いて（６月分）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.16
(施)昭60. 7.16

社会課

7172 11 生活保護費経理状況報告書
生活保護費経理状況報告書の提出について（昭和
60年度５月分）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.18
(施)昭60. 6.18

社会課

7172 12 生活保護費経理状況報告書
生活保護費経理状況報告書の提出について（昭和
59年度出納整理月分及び昭和60年度４月分）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.24
(施)昭60. 5.24

社会課

7173 1
生活保護費経理状況報告書（付表
その４）

昭和60年度生活保護費県負担金四半期別支出状況 昭和６０年度 社会課

7174 1 第37回被保護者全国一斉調査
第37回被保護者全国一斉調査　付帯調査（母子世
帯の状況）の結果について

昭和５８年度 (起)昭58.11.22 社会課

7174 2 第37回被保護者全国一斉調査
第37回被保護者全国一斉調査に係る基礎調査集計
結果表及び個別調査票の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.14
(施)昭58. 9.14

社会課

7175 1 高齢者問題シンポジウム関係
高齢者問題シンポジウムにおける知事挨拶文につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 9.17 老人福祉課

7175 2 高齢者問題シンポジウム関係 前払いについて 昭和６０年度 (起)昭60. 9.12 老人福祉課

7175 3 高齢者問題シンポジウム関係
高齢者問題シンポジウムの開催に係るご案内につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 3

老人福祉課

7175 4 高齢者問題シンポジウム関係 復命書（高齢者問題シンポジウム幹事会） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.20 老人福祉課

7175 5 高齢者問題シンポジウム関係 復命書（高齢者問題シンポジウム開催打合せ会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.19 老人福祉課

7175 6 高齢者問題シンポジウム関係
復命書（老人福祉問題シンポジウム開催打合せ
会）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.14 老人福祉課

7175 7 高齢者問題シンポジウム関係
復命書（老人福祉問題シンポジウム開催打合せ
会）

昭和６０年度 (起)昭60. 5. 8 老人福祉課

7175 8 高齢者問題シンポジウム関係 復命書（老人福祉問題シンポジウム準備会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.25 老人福祉課

7176 1
会計検査調書（60.4.22～
60.4.27）

保育所措置費監査状況調書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 4
(決)昭60. 4. 6
(施)昭60. 4. 8

児童課

7176 2
会計検査調書（60.4.22～
60.4.27）

社会福祉施設整備工事箇所別調書の提出について 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 4 児童課

7177 1 身障保護費補助金実績報告書
昭和59年度身体障害者保護費補助金の事業実績報
告について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.31
(決)昭60. 8. 6
(施)昭60. 8. 7

障害福祉課

7178 1 全国社会福祉施設調査
昭和60年社会福祉施設調査（授産施設・児童福祉
施設他）（調査票集）

昭和６０年度 障害福祉課

7179 1 身体障害者更生援護施設現況
事業団等が経営する施設に対する民改費支弁状況
調査について

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 7 障害福祉課

7179 2 身体障害者更生援護施設現況
社会福祉施設における医師の配置状況等調査につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59. 8.21 障害福祉課
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7179 3 身体障害者更生援護施設現況 社会福祉施設施設長の変更届出について 昭和５８年度 (収)昭58.10.21 西部民生事務所

7179 4 身体障害者更生援護施設現況 身体障害者収容状況報告書の提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 8 三幸共同製作所

7180 1 衛生統計関係
昭和61年保健所運営報告に使用する報告表の送付
について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.21 医務課

7180 2 衛生統計関係
統計等のための調査事業に関する調書の提出につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.17
(施)昭61. 2.17

医務課

7180 3 衛生統計関係
統計等のための調査事業に関する調書の提出につ
いて

昭和６０年度 (収)昭61. 1.30 出納事務局

7180 4 衛生統計関係 保健所運営報告（年報）の提出について 昭和６０年度 (起)昭61. 1.14 医務課

7180 5 衛生統計関係 統計研修会の開催について 昭和６０年度 (収)昭60.12. 6 統計課

7180 6 衛生統計関係
昭和60年度特別講座「人口統計の利用と分析」の
受講生の決定について

昭和６０年度 (収)昭60.11.19 統計課

7180 7 衛生統計関係 過疎地域市町村に係る基礎的情報について 昭和６０年度 (収)昭60.11.18 地域振興課

7180 8 衛生統計関係
昭和60年度専科基礎過程Ａ２コースの研修生の推
薦について

昭和６０年度 (収)昭60.11. 1 統計課

7180 9 衛生統計関係
昭和60年度特別講座「人口統計の利用と分析」の
受講生の推薦について

昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.17
(施)昭60.10.17

医務課

7180 10 衛生統計関係 衛生統計関係事務について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

医務課

7180 11 衛生統計関係
「都道府県別市区町村符号及び保健所符号一覧」
の送付について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.22

医務課

7180 12 衛生統計関係
昭和60年度国勢調査の地方集計項目に関する希望
調査について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.31
(決)昭60. 6. 6
(施)昭60. 6. 6

医務課

7180 13 衛生統計関係
都道府県及び指定都市における独自調査調の結果
について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 医務課

7180 14 衛生統計関係
都道府県及び指定都市における独自の調査の実施
状況調について

昭和５９年度 (収)昭60. 3. 2
厚生省大臣官房
統計情報部衛生
統計課

7181 1 厚生省報告例（年報） 厚生省報告例（昭和60年年報）の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 3. 1
(施)昭61. 3. 3

医務課

7182 1 救急業務に関する調査 救急業務に関する調査について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.14 医務課

7182 2 救急業務に関する調査 救急業務に関する調査について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 5
(決)昭60. 2. 7
(施)昭60. 2. 7

医務課

7183 1 浜岡町等の陳情書 核燃料税による地域振興に関する陳情 昭和６０年度 医務課
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7184 1 地方公営企業決算の状況 昭和59年度地方公営企業決算の状況 昭和５９年度 医務課

7185 1 人口動態統計 人口動態統計 昭和５９年度 医務課

7186 1
第７回健康体力づくり県民中央大
会

第７回健康・体力づくり県民中央大会の事業実績
について（報告）

昭和６０年度
(起)昭60.11.28
(決)昭60.11.29
(施)昭60.11.29

保険予防課

7186 2
第７回健康体力づくり県民中央大
会

第７回健康・体力づくり県民中央大会における挨
拶文について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

保険予防課

7186 3
第７回健康体力づくり県民中央大
会

後援名義の使用許可について 昭和６０年度 (収)昭60.10.24
静岡県食生活改
善推進協議会会
長

7186 4
第７回健康体力づくり県民中央大
会

第７回「健康・体力づくり県民中央大会」開催に
伴う来賓の招待等について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.21
(施)昭60. 9.24

保険予防課

7186 5
第７回健康体力づくり県民中央大
会

第７回「健康・体力づくり県民中央大会」開催に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 9
(決)昭60. 9.13
(施)昭60. 9.18

保険予防課

7186 6
第７回健康体力づくり県民中央大
会

中央体育館優先使用の決定について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.10 中央体育館長

7187 1 施設整備補助金交付要綱 施設整備補助金交付要綱集 昭和６０年度 保険予防課

7188 1 大東町保健センター実績報告書 大東町保健センター建築関係設計書等 昭和６０年度 保険予防課

7189 1 沼津市保健センター実績報告書 沼津市保健センター実績報告書 昭和６０年度 保健予防課

7190 1
栄養改善及び健康増進に関する地
方公共団体の事業

栄養改善及び健康増進に関する地方公共団体の事
業について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 8
(決)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8. 9

保健予防課

7190 2
栄養改善及び健康増進に関する地
方公共団体の事業

栄養改善及び健康増進に関する地方公共団体の事
業について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.18
(決)昭60. 6.21
(施)昭60. 6.22

保健予防課

7191 1 報道関係（資料提供） 夏期における食中毒防止について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.10 食品衛生課

7191 2 報道関係（資料提供） 夏期における食中毒防止について 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 2 食品衛生課

7191 3 報道関係（資料提供） 食中毒防止について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.11 食品衛生課

7191 4 報道関係（資料提供） ＳＢＳラジオの取材について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.11 食品衛生課

7191 5 報道関係（資料提供） ＳＢＳラジオの取材について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.18 食品衛生課

7191 6 報道関係（資料提供） 食中毒シーズンを迎えて 昭和６０年度 (起)昭60. 6.20 食品衛生課

7192 1 昭和56年度定期監査 監査結果について 昭和５６年度 (収)昭56.12.26 総務部長
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7192 2 昭和56年度定期監査
昭和55年度決算審査及び昭和56年度定期監査の実
施について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.14 監査委員事務局

7192 3 昭和56年度定期監査 前回の監査結果報告等に対する措置状況調 昭和５６年度 衛生部

7192 4 昭和56年度定期監査 意見書の提出について 昭和５６年度 保健予防課

7192 5 昭和56年度定期監査 昭和56年度定期監査等の執行について 昭和５６年度 (収)昭56. 4. 2 監査委員事務局

7193 1
Ｂ型肝炎母子感染事業支出負担行
為

昭和60年度Ｂ型肝炎母子感染防止事業費の支出に
ついて

昭和６０年度 (起)昭61. 1. 4 保健予防課

7193 2
Ｂ型肝炎母子感染事業支出負担行
為

昭和60年度Ｂ型肝炎母子感染防止事業費の支出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 1
(決)昭60. 6. 5

保健予防課

7194 1
疾病予防対策事業費等国庫負担金
交付要綱１

疾病予防対策事業費等の国庫負担（補助）につい
て

昭和６０年度 保健予防課

7195 1
疾病予防対策事業費等国庫負担金
交付要綱２

昭和60年度市町村保健対策推進事業費補助金の交
付申請について

昭和６０年度 保健予防課

7196 1
保健事業費等県費負担金要綱の改
正

保健事業費等県負担（補助）金交付要綱の一部改
正及び昭和60年度交付申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.16
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.22

保健予防課

7196 2
保健事業費等県費負担金要綱の改
正

保健事業費等県負担（補助）金交付要綱の一部改
正について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 8.15
(施)昭60. 8.15

保健予防課

7196 3
保健事業費等県費負担金要綱の改
正

胃がん集団検診の実施について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 2
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

保健予防課

7196 4
保健事業費等県費負担金要綱の改
正

保健事業費等県負担（補助）金交付要綱の一部改
正について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

保健予防課

7196 5
保健事業費等県費負担金要綱の改
正

保健事業費等県負担（補助）金交付要綱の一部改
正について

昭和５８年度
(起)昭58.11.14
(決)昭59. 1.25
(施)昭59. 1.25

保健予防課

7196 6
保健事業費等県費負担金要綱の改
正

保健事業費等県負担（補助）金交付要綱の一部改
正について

昭和５８年度 (起)昭58. 8.20 保健予防課

7196 7
保健事業費等県費負担金要綱の改
正

老人保健法における老人医療費県負担金交付要綱
及び医療以外の保健事業費件負担金交付要綱の制
定について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 4
(決)昭58. 3.29
(施)昭58. 3.29

保健予防課

7197 1
システム概要設計書　感染症サー
べランス事業

感染症サーべランス事業 昭和５８年度 (起)昭59. 3.31 保健予防課

7198 1
老人医療給付費国庫負担金実績報
告書

昭和59年度老人医療給付費等国庫負担金実績報告
書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 2
(決)昭60. 7. 3
(施)昭60. 7. 3

保健予防課

7199 1 県議会資料 昭和59年11月県議会資料 昭和５９年度 保健予防課

7199 2 県議会資料 昭和59年９月県議会資料 昭和５９年度 保健予防課

7199 3 県議会資料 昭和59年６月県議会資料 昭和５９年度 保健予防課
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7199 4 県議会資料 昭和59年２月県議会資料 昭和５８年度 保健予防課

7199 5 県議会資料 議会資料　結核の統計 昭和５８年度 保健予防課

7200 1 遺伝相談システム検討委員会
第３回遺伝相談システム検討委員会開催に当って
の会議資料（送付）

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 3
(決)昭61. 3. 4
(施)昭61. 3. 4

保健予防課

7200 2 遺伝相談システム検討委員会
第３回遺伝相談システム検討委員会の開催につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.18

保健予防課

7200 3 遺伝相談システム検討委員会
第２回遺伝相談システム検討委員会の開催につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10. 8
(決)昭60.10. 9
(施)昭60.10.11

保健予防課

7200 4 遺伝相談システム検討委員会 遺伝相談システム検討委員会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 5
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.15

保健予防課

7201 1
水道水源開発等施設整備費国庫補
助事業実績報告書

昭和56年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事
業実績報告書の提出について

昭和５６年度
静岡県大井川広
域水道企業団

7202 1 決算特別委員会 決算特別委員会での部長説明要旨について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 5
(決)昭60.10. 5
(施)昭60.10. 5

環境衛生課

7202 2 決算特別委員会
昭和59年度決算における主要な施策の成果を説明
する資料について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 7
(決)昭60. 8.16

環境衛生課

7203 1 公害対策特別委員会 委員会開催について（通知） 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 5
県議会公害対策
特別委員会

7203 2 公害対策特別委員会 公害対策特別委員会の資料について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.10
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.10

環境衛生課

7203 3 公害対策特別委員会
公害対策特別委員会における調査項目及び視察候
補地について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.14
(決)昭60. 6.14
(施)昭60. 6.14

環境衛生課

7204 1 厚生委員会
昭和61年２月県議会厚生委員会における部長説明
要旨について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(決)昭61. 2.28
(施)昭61. 2.28

環境衛生課

7204 2 厚生委員会 厚生委員会視察候補地について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.18
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.20

環境衛生課

7205 1 ６月県議会 ６月県議会知事手持資料について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.15
(決)昭60. 6.15
(施)昭60. 6.15

環境衛生課

7205 2 ６月県議会 ６月県議会の知事手持資料の項目について 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6. 5

環境衛生課

7205 3 ６月県議会
６月県議会における「知事説明要旨」「部長説明
要旨」及び「議案説明書」の原稿について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 6. 1
(施)昭60. 6. 1

環境衛生課

7205 4 ６月県議会 ６月県議会議案件名表について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

環境衛生課

7205 5 ６月県議会 昭和60年６月県議会定例会関係書類 昭和６０年度 環境衛生課

7206 1 定期監査関係
昭和60年度における定期監査・決算審査における
質疑及び答弁要旨の提出について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.29 薬務課

7206 2 定期監査関係
昭和60年度定期監査・決算審査に係る話題及び対
応等の提出について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.23 薬務課
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7206 3 定期監査関係
昭和60年度定期監査・決算審査　部長説明要旨の
提出について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.20 薬務課

7206 4 定期監査関係
昭和60年度における定期監査及び普通会計決算資
料の提出について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 2 薬務課

7206 5 定期監査関係
昭和60年度定期監査・決算審査調書の作成につい
て（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.21 薬務課

7206 6 定期監査関係
昭和59年度　静岡県歳入歳出決算及び基金運用状
況審査意見書

昭和６０年度 静岡県監査委員

7206 7 定期監査関係 昭和60年度定期監査・決算審査別添資料 昭和６０年度 衛生部

7207 1 昭和59年度決算特別委員会関係綴
昭和59年度における主要施策成果説明書及び予算
の執行実績状況調の提出について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.15 薬務課

7207 2 昭和59年度決算特別委員会関係綴
昭和59年度決算特別委員会における課長説明要旨
の作成について

昭和６０年度 (起)昭60.10.14 薬務課

7207 3 昭和59年度決算特別委員会関係綴
昭和60年度決算特別委員会における審議状況の提
出について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60.10.22 薬務課

7207 4 昭和59年度決算特別委員会関係綴
昭和59年度における主要な施策の成果その他予算
の執行実績についての説明書

昭和６０年度 衛生部

7207 5 昭和59年度決算特別委員会関係綴 昭和58年度定期監査・決算審査別添資料 昭和５８年度 衛生部

7208 1 昭和60年９月県議会関係綴
昭和60年度９月県議会知事手持議会資料の提出に
ついて（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.29 薬務課

7208 2 昭和60年９月県議会関係綴
昭和60年度９月県議会における部長説明要旨及議
案説明書の提出について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 3 薬務課

7208 3 昭和60年９月県議会関係綴 昭和60年９月議会資料の作成について 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 9 薬務課

7208 4 昭和60年９月県議会関係綴
昭和60年９月県議会厚生委員会における部長及び
課長説明要旨の提出について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.26
(決)昭60. 9.26

薬務課

7208 5 昭和60年９月県議会関係綴
昭和60年度９月県議会本会議における知事答弁の
うち、今後措置を必要とするものの調の提出につ
いて（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60.10. 4 薬務課

7208 6 昭和60年９月県議会関係綴
昭和60年度９月県議会厚生委員会における審議状
況の提出について

昭和６０年度 (起)昭60.10. 7 薬務課

7208 7 昭和60年９月県議会関係綴 昭和60年９月県議会定例会議案説明書 昭和６０年度 衛生部

7208 8 昭和60年９月県議会関係綴 昭和60年９月県議会定例会知事説明要旨 昭和６０年度 静岡県

7208 9 昭和60年９月県議会関係綴 昭和60年９月県議会定例会部局長説明要旨 昭和６０年度 静岡県

7208 10 昭和60年９月県議会関係綴 昭和60年９月県議会定例会議案 昭和６０年度 静岡県
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7209 1 議会資料 県議会資料　昭和61年２月 昭和６０年度 県立病院課

7209 2 議会資料
昭和61年２月県議会定例会議案説明書（昭和61年
度関係）

昭和６０年度 衛生部

7209 3 議会資料
昭和61年２月県議会定例会議案説明書（昭和60年
度関係）

昭和６０年度 衛生部

7209 4 議会資料 昭和61年２月県議会定例会知事説明要旨 昭和６０年度 静岡県

7209 5 議会資料 昭和61年２月県議会定例会衛生部長説明要旨 昭和６０年度 衛生部

7209 6 議会資料
昭和59年度における主要な施策の成果その他予算
の執行実績についての説明書

昭和６０年度 衛生部

7209 7 議会資料 昭和60年度　衛生部予算のあらまし 昭和６０年度 衛生部

7210 1 昭和60年２月県議会関係綴
昭和60年２月県議会本会議における答弁のうち今
後措置を要するものの報告

昭和５９年度 衛生部

7210 2 昭和60年２月県議会関係綴 昭和60年２月県議会定例会　代表質問・一般質問 昭和５９年度 衛生部

7210 3 昭和60年２月県議会関係綴 昭和60年２月県議会定例会知事説明要旨 昭和５９年度 静岡県

7210 4 昭和60年２月県議会関係綴 昭和60年２月県議会定例会衛生部長説明要旨 昭和５９年度 衛生部

7210 5 昭和60年２月県議会関係綴
昭和60年２月県議会定例会議案説明書（昭和60年
度関係）

昭和５９年度 衛生部

7210 6 昭和60年２月県議会関係綴
昭和60年２月県議会定例会議案説明書（昭和59年
度関係）

昭和５９年度 衛生部

7210 7 昭和60年２月県議会関係綴 県議会資料　昭和60年２月 昭和５９年度 県立病院課

7211 1
議会資料（後継者養成課・昭和60
年６月）

質疑・応答資料 昭和６０年度 労働部

7211 2
議会資料（後継者養成課・昭和60
年６月）

昭和60年６月県議会定例会議案説明書 昭和６０年度 (起)昭60. 6.28 静岡県

7211 3
議会資料（後継者養成課・昭和60
年６月）

労働部60年６月議会資料 昭和６０年度 労働部

7211 4
議会資料（後継者養成課・昭和60
年６月）

60年６月議会資料 昭和６０年度 後継者養成課

7212 1 賃上げ一時金調査
春季賃上げ要求・回答・妥結速報の公表について
（最終結果）

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 5 労政課

7212 2 賃上げ一時金調査
春季賃上げ要求・回答・妥結状況について（５月
25日現在　第６報）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 労政課

7212 3 賃上げ一時金調査
春季賃上げ要求・回答・妥結速報の公表について
（５月10日現在　第５報）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.14 労政課
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7212 4 賃上げ一時金調査
春季賃上げ要求・回答・妥結速報の公表について
（４月20日現在　第３報）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.24 労政課

7212 5 賃上げ一時金調査
春季賃上げ要求・回答・妥結速報の公表について
（４月25日現在　第４報）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 労政課

7212 6 賃上げ一時金調査
春季賃上げ要求・回答・妥結速報の公表について
（４月10日現在　第２報）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.13 労政課

7212 7 賃上げ一時金調査
春季賃上げ要求・回答・妥結速報の公表について
（３月25日現在　第１報）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.28 労政課

7212 8 賃上げ一時金調査
夏季一時金要求・回答・妥結速報の公表について
（最終結果）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.16 労政課

7212 9 賃上げ一時金調査
夏季一時金要求・回答・妥結速報の公表について
（第４報）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.17 労政課

7212 10 賃上げ一時金調査
夏季一時金要求・回答・妥結速報の公表について
（第３報）

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 2
(決)昭60. 7. 3
(施)昭60. 7. 4

労政課

7212 11 賃上げ一時金調査
夏季一時金要求・回答・妥結速報の公表について
（第２報）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.19 労政課

7212 12 賃上げ一時金調査
夏季一時金要求・回答・妥結速報の公表について
（第１報）

昭和６０年度 (起)昭60. 6. 6 労政課

7212 13 賃上げ一時金調査
昭和60年年末一時金要求・妥結状況の最終結果に
ついて

昭和６０年度 (起)昭61. 1.13 労政課

7212 14 賃上げ一時金調査
年末一時金要求・回答・妥結状況の公表について
（第４報）

昭和６０年度 (起)昭60.12.18 労政課

7212 15 賃上げ一時金調査
年末一時金要求・回答・妥結状況の公表について
（第３報）

昭和６０年度 (起)昭60.12. 4 労政課

7212 16 賃上げ一時金調査
年末一時金要求・回答・妥結速報（第２報）の公
表について

昭和６０年度 (起)昭60.11.19 労政課

7212 17 賃上げ一時金調査
年末一時金要求・回答・妥結速報の公表について
（第１報）

昭和６０年度
(起)昭60.11. 2
(決)昭60.11. 5

労政課

7213 1
県過疎地域振興計画・市町村過疎
地域振興計画

川根産業（株）について 昭和５６年度 (起)昭56. 8.28 工業課

7213 2
県過疎地域振興計画・市町村過疎
地域振興計画

静岡県過疎地域振興計画及び市町村過疎地域振興
計画の送付について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.29 地域振興課

7213 3
県過疎地域振興計画・市町村過疎
地域振興計画

過疎地域振興方針の変更について 昭和５６年度 (収)昭56. 6. 9 地域振興課

7214 1 農工実施計画 復命書（県農村地域工業導入促進審議会） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.14 工業課

7214 2 農工実施計画 福田町農村地域工業導入実施計画の変更について 昭和６０年度 (収)昭60.12. 9 農政課

7214 3 農工実施計画
中川根町農村地域工業導入実施計画の廃止につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 2 農政課

7214 4 農工実施計画
静岡県浅羽町地区農村地域工業導入実施計画書
（変更）

昭和６０年度 浅羽町
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7214 5 農工実施計画
袋井市愛野（上）.愛野（下）.友永地区農村地域
工業導入実施計画書

昭和６０年度 袋井市

7214 6 農工実施計画
静岡県農村地域工業導入促進審議会の開催につい
て

昭和５８年度 (収)昭59. 1.10
静岡県農村地域
工業導入促進審
議会

7214 7 農工実施計画 農村地域工業導入実施計画検討会 昭和５８年度 (収)昭58.12.15 農政課

7215 1
技術先端産業育成推進費（中部地
区産業技術基盤調査）

静岡県産業技術基盤に関する調査研究の実績報告
について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(決)昭57. 4.15

商工企画課

7215 2
技術先端産業育成推進費（中部地
区産業技術基盤調査）

技術先端産業育成推進費（静岡県の産業技術基盤
に関する調査研究）にかかる調査委託契約書並び
に実施計画書について（供覧）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.14

商工企画課

7215 3
技術先端産業育成推進費（中部地
区産業技術基盤調査）

技術先端産業育成推進費にかかる調査委託費の前
払いについて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.11
(決)昭56. 7.16

商工企画課

7215 4
技術先端産業育成推進費（中部地
区産業技術基盤調査）

支出負担行為実施計画について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.23
(決)昭56. 6.30

商工企画課

7215 5
技術先端産業育成推進費（中部地
区産業技術基盤調査）

静岡県産業技術基盤調査研究にかかるアンケート
調査等の実施について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 6.30
(決)昭56. 6.30

商工企画課

7216 1 技術先端産業研究会① 技術先端産業研究会の開催について 昭和５６年度 (起)昭56. 9.18 商工企画課

7216 2 技術先端産業研究会① 講演会講師の依頼について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.18
(施)昭56. 9.30

商工企画課

7216 3 技術先端産業研究会① 講演会の開催について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭56.10. 8 商工企画課

7216 4 技術先端産業研究会① ご講演のお礼について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭56.10.27 商工企画課

7216 5 技術先端産業研究会① 講師の依頼について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭56.10. 7 商工企画課

7216 6 技術先端産業研究会① ご講演のお礼について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭56.11.11 商工企画課

7216 7 技術先端産業研究会① 講演の依頼について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭56.11. 4 商工企画課

7216 8 技術先端産業研究会① 講演会の開催通知について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.11.30
(施)昭56.12. 1

商工企画課

7216 9 技術先端産業研究会① ご講演のお礼について 昭和５６年度
(起)昭56.12.24
(決)昭56.12.25

商工企画課

7216 10 技術先端産業研究会① 講演会の開催について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭56.11.17 商工企画課

7216 11 技術先端産業研究会① 講演会のお礼状の発送について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.13
(決)昭57. 1.14
(施)昭57. 1.18

商工企画課

7216 12 技術先端産業研究会① 講演会の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 2.13 商工企画課
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7216 13 技術先端産業研究会① 講演会のお礼状の発送について（伺い） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.25 商工企画課

7217 1 技術先端産業研究会② 昭和56年度　技術先端産業研究会資料 昭和５６年度 商工企画課

7218 1 技術先端産業研究会③ 技術先端産業研究会中間報告書（総論） 昭和５５年度 静岡県

7218 2 技術先端産業研究会③ 講演会開催について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.19
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.25

商工企画課

7218 3 技術先端産業研究会③ 講演会開催について（うかがい） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.17
(決)昭56. 2.23
(施)昭56. 2.23

商工企画課

7219 1 技術先端産業育成委員会 第２回静岡県技術先端産業育成委員会 昭和５６年度 商工企画課

7219 2 技術先端産業育成委員会 第１回静岡県技術先端産業育成委員会 昭和５６年度 商工企画課

7220 1 57先端技術産業育成委員会 先端技術産業の育成に関する提言について 昭和５７年度 (起)昭58. 1.10 商工企画課

7220 2 57先端技術産業育成委員会
静岡県先端技術産業育成委員会の委員委嘱につい
て（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 3. 3
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 4.13

商工企画課

7220 3 57先端技術産業育成委員会
昭和58年度当初予算案（先端技術産業育成関連事
業）の育成委員会委員への報告について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.28

商工企画課

7220 4 57先端技術産業育成委員会 先端技術産業育成委員会の提言について 昭和５７年度 (起)昭57.12.20 商工企画課

7220 5 57先端技術産業育成委員会
先端技術産業育成委員会の｢提言｣案について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭57.12.15
(決)昭57.12.20

商工企画課

7220 6 57先端技術産業育成委員会
第３回静岡県技術先端産業育成委員会の開催につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.24
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.28

商工企画課

7220 7 57先端技術産業育成委員会 第３回静岡県型技術先端産業育成分科会会議次第 昭和５７年度 商工企画課

7220 8 57先端技術産業育成委員会 第２回静岡県型技術先端産業育成分科会会議次第 昭和５７年度 商工企画課

7221 1 58先端技術産業育成委員会
先端技術産業育成委員会出席のお礼等について
（伺い）

昭和５８年度 (起)昭59. 2. 2 商工企画課

7221 2 58先端技術産業育成委員会
第４回静岡県先端技術産業育成委員会の開催につ
いて（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.12. 4
(決)昭58.12.13
(施)昭58.12.13

商工企画課

7221 3 58先端技術産業育成委員会 静岡県先端技術産業育成委員会への出席について 昭和５８年度
(起)昭58.12.17
(施)昭58.12.22

商工企画課

7221 4 58先端技術産業育成委員会
静岡県先端技術産業育成委員会の委員の委嘱につ
いて（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.11.11
(決)昭58.12.13
(施)昭58.12.13

商工企画課

7222 1 決算審査
昭和59年度決算における主要な施策の成果を説明
する資料について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 7
(決)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8. 9

工業課

7222 2 決算審査 部長説明要旨の提出について 昭和６０年度 (起)昭60.10.11 工業課
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7223 1 組織化指導費補助金の運用・方針
｢昭和60年度組織化指導費補助金の運用について｣
の一部改正について（通知）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.17
(決)昭61. 1.18
(施)昭61. 1.20

中小企業課

7223 2 組織化指導費補助金の運用・方針
昭和60年度組織化指導費補助金の運用について
（通知）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.16
(施)昭60. 7.16

中小企業課

7223 3 組織化指導費補助金の運用・方針
昭和60年度組織化指導費補助金の運用について
（都道府県中小企業団体中央会分）

昭和６０年度 (収)昭60. 5.21 中小企業庁

7224 1 組織化指導費補助金交付要綱 組織化指導費補助金交付要綱の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.10
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.16

中小企業課

7225 1 月例経済報告 静岡県月例経済報告　昭和60年４月 昭和６０年度 静岡県商工部

7225 2 月例経済報告 静岡県月例経済報告　昭和60年５月 昭和６０年度 静岡県商工部

7225 3 月例経済報告 静岡県月例経済報告　昭和60年６月 昭和６０年度 静岡県商工部

7225 4 月例経済報告 静岡県月例経済報告　昭和60年７月 昭和６０年度 静岡県商工部

7225 5 月例経済報告 静岡県月例経済報告　昭和60年10月 昭和６０年度 静岡県商工部

7225 6 月例経済報告 静岡県月例経済報告　昭和60年12月 昭和６０年度 静岡県商工部

7226 1
昭和57年度補助金交付要綱（一部
改正）

産地振興対策費補助金交付要綱 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 中小企業庁

7226 2
昭和57年度補助金交付要綱（一部
改正）

地場産業振興対策費補助金交付要綱 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 中小企業庁

7226 3
昭和57年度補助金交付要綱（一部
改正）

地場産業振興対策費補助金の運用について 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 中小企業庁

7226 4
昭和57年度補助金交付要綱（一部
改正）

57年度産地振興対策費補助金の運用の基本方針に
ついて

昭和５７年度 (収)昭57. 4.19
東京通商産業局
中小企業第一課

7226 5
昭和57年度補助金交付要綱（一部
改正）

静岡県産地振興対策費補助金交付要綱の一部改正
について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 6.25
(施)昭57. 6.26

地場産業課

7226 6
昭和57年度補助金交付要綱（一部
改正）

静岡県地場産業連携強化事業費補助金交付要綱の
一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 6.25
(施)昭57. 6.26

地場産業課

7226 7
昭和57年度補助金交付要綱（一部
改正）

静岡県地場産業連携強化事業実施要領の一部改正
について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 6.25
(施)昭57. 6.26

地場産業課

7227 1 産地・連携・体質補助金交付要綱
地域中小企業高度化等対策費補助金（産地振興対
策関係）交付要綱の一部改正について

昭和６０年度 (収)昭60. 8.23 東京通商産業局

7228 1 工業技術センター構想
静岡県工業技術センター等運営協議会専門部会の
開催について

昭和６０年度 (収)昭60.10. 1
工業技術セン
ター所長

7228 2 工業技術センター構想
静岡県工業技術センター等運営協議会の開催につ
いて

昭和６０年度 (収)昭60.10. 7
工業技術セン
ター所長

7228 3 工業技術センター構想 工業技術センター構想提言 昭和６０年度 構想検討委員会
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7228 4 工業技術センター構想
第３回静岡県工業技術センター構想検討委員会の
開催について

昭和６０年度 地場産業課

7228 5 工業技術センター構想
第２回静岡県工業技術センター構想検討委員会の
開催について

昭和６０年度 地場産業課

7228 6 工業技術センター構想
第１回静岡県工業技術センター構想検討委員会次
第

昭和６０年度 地場産業課

7229 1 産地概況調査 産地総括表 昭和６０年度 地場産業課

7230 1 浜岡町農村地域工業導入実施計画
農村地域工業導入実施計画書（変更）の送付につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.10.26
(決)昭57.10.29
(施)昭57.10.30

農政課

7230 2 浜岡町農村地域工業導入実施計画 農村地域工業導入実施計画について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.23
(決)昭57. 7. 3
(施)昭57. 7. 3

農政課

7230 3 浜岡町農村地域工業導入実施計画 農村地域工業導入実施計画書の変更協議について 昭和５６年度 (収)昭57. 3.11
中遠農業事務所
長

7231 1
佐久間町農村地域工業導入実施計
画

農村地域工業導入実施計画書（変更）の送付につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(決)昭57. 9.23
(施)昭57. 9.24

農政課

7231 2
佐久間町農村地域工業導入実施計
画

農村地域工業導入実施計画について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 3.31

農政課

7232 1
相良町農村地域工業導入実施計画
（変更）

農村地域工業導入実施計画書（変更）の送付につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 3
(決)昭57. 7. 7
(施)昭57. 7. 7

農政課

7232 2
相良町農村地域工業導入実施計画
（変更）

農村地域工業導入実施計画について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 6.10
(決)昭57. 6.16
(施)昭57. 6.16

農政課

7232 3
相良町農村地域工業導入実施計画
（変更）

農村地域工業導入実施計画変更の協議について
（進達）

昭和５６年度 (収)昭57. 2.21
中部農業事務所
長

7233 1
ほ場整備地区農地流動効果調査
（森町中川上地区）

昭和58年度ほ場整備地区農地流動効果調査実績報
告書及び委託費清算払請求書の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.20
(決)昭59. 2.27
(施)昭59. 2.27

農政課

7233 2
ほ場整備地区農地流動効果調査
（森町中川上地区）

ほ場整備地区農地流動効果調査の受託について 昭和５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 8
(施)昭58.12. 8

農政課

7233 3
ほ場整備地区農地流動効果調査
（森町中川上地区）

昭和58年度ほ場整備地区農地流動効果調査報告書
の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.28
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

農政課

7233 4
ほ場整備地区農地流動効果調査
（森町中川上地区）

昭和58年度ほ場整備地区農地流動効果調査の実施
に当っての協力依頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9. 7
(施)昭58. 9. 7

農政課

7233 5
ほ場整備地区農地流動効果調査
（森町中川上地区）

昭和57年度　ほ場整備地区農地流動効果調査報告
書（昭和58年７月）

昭和５８年度 農林水産省

7234 1 自立経営農業振興会活動概要調査
市町村自立経営農業振興会の活動概要調査につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 6.18
(決)昭59. 6.22
(施)昭59. 6.22

農政課

7234 2 自立経営農業振興会活動概要調査 自立経営農業振興会のすがた（昭和60年３月） 昭和５９年度
静岡県自立農業
経営者協会

7235 1 農地移動実態調査 昭和59年農地移動実態調査資料集 昭和５９年度 農政課

7235 2 農地移動実態調査 昭和58年農地移動実態調査資料集 昭和５８年度 農政課
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7236 1
農地保有合理化促進事業計画・改
訂計画

昭和61年度農地保有合理化促進事業計画ヒヤリン
グの実施について

昭和６０年度 農政課

7236 2
農地保有合理化促進事業計画・改
訂計画

昭和60年度農地保有合理化促進事業等改訂計画資
料の様式の送付について

昭和６０年度 (収)昭60. 8.29
全国農地保有合
理化協会

7236 3
農地保有合理化促進事業計画・改
訂計画

昭和60年度農地保有合理化促進事業計画資料の提
出について

昭和５９年度 (起)昭60. 2. 8
静岡県農業畜産
振興公社

7237 1 農地保有合理化促進事業実施計画
農地保有合理化促進特別事業実施計画変更承認申
請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12.26
(決)昭60.12.28
(施)昭60.12.28

静岡県農業畜産
振興公社

7237 2 農地保有合理化促進事業実施計画
農地保有合理化促進特別事業実施計画承認申請書
の提出について

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 8
静岡県農業畜産
振興公社

7237 3 農地保有合理化促進事業実施計画
農地保有合理化促進特別事業年間実施計画の提出
について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.30
静岡県農業畜産
振興公社

7238 1
昭和59年度アンケート結果（水稲
作付農家の経営規模調査）

昭和59年度水稲作付農家の経営規模拡大意向アン
ケート結果

昭和６０年度 (収)昭60. 5.13
社団法人全国農
地保有合理化協
会

7239 1
昭和60年度稲作転換計画書・土地
改良事業通年施行実施計画書

「昭和60年度農業基盤整備事業における水田利用
の再編の推進について」に伴う昭和60年度転換計
画及び昭和60年度土地改良事業通年施行実施計画
書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.29
(決)昭60. 5.29
(施)昭60. 5.29

水利整備課

7240 1
浙江省農業庁農業友好提携協定
書・第１回農業交流促進委員会合
意事項

浙江省農業庁農業友好提携協定書・第１回農業交
流促進委員会合意事項　調印式

昭和６０年度 農業団体課

7241 1
静岡県・浙江省農業交流促進委員
会・設立準備会

浙江省農業交流促進委員会・設立準備会 昭和６０年度 農業団体課

7242 1
浙江省農業庁友好交流団並びに中
国政府農業代表団（昭和60年４月
９～22日）

浙江省農業庁友好交流団歓迎関係 昭和６０年度 農業団体課

7242 2
浙江省農業庁友好交流団並びに中
国政府農業代表団（昭和60年４月
９～22日）

中国浙江省との農業交流の記録（昭和60年２月） 昭和５９年度
静岡県農業交流
団

7243 1 昭和60年産米限度数量配分 昭和60年産米限度数量配分（案） 昭和５９年度 茶業農産課

7243 2 昭和60年産米限度数量配分
静岡県水田利用再編第三期対策推進協議会次第
（59.12.21）

昭和５９年度 茶業農産課

7243 3 昭和60年産米限度数量配分
静岡県水田利用再編第三期対策推進協議会次第
（59.12.18）

昭和５９年度 茶業農産課

7243 4 昭和60年産米限度数量配分
静岡県水田利用再編第三期対策推進協議会次第
（59.12.14）

昭和５９年度 茶業農産課

7244 1 60ＲＹ販売業者売買実績報告書 ＲＹ小売業者販売実績集計表（うるち精米） 昭和６０年度 茶業農産課

7244 2 60ＲＹ販売業者売買実績報告書 60ＲＹ卸別月別買受数量一覧表 昭和６０年度 茶業農産課

7244 3 60ＲＹ販売業者売買実績報告書 60ＲＹ卸別月別月末在庫 昭和６０年度 茶業農産課
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7244 4 60ＲＹ販売業者売買実績報告書
60ＲＹ卸売業者の販売実績（他の卸売業者への販
売はは除く）

昭和６０年度 茶業農産課

7244 5 60ＲＹ販売業者売買実績報告書 小売業者の販売実績報告書（60年度） 昭和６０年度 茶業農産課

7244 6 60ＲＹ販売業者売買実績報告書 小売業者の販売実績報告書（59年度） 昭和５９年度 茶業農産課

7245 1
第３期限度数量配分綴（水田利用
再編）

限度数量配分（案） 昭和５９年度 茶業農産課

7245 2
第３期限度数量配分綴（水田利用
再編）

水田利用再編第三期対策について（58.12.26） 昭和５８年度 茶業農産課

7245 3
第３期限度数量配分綴（水田利用
再編）

静岡県水田利用再編第三期対策推進協議会委員会
次第（58.12.27）

昭和５８年度 茶業農産課

7245 4
第３期限度数量配分綴（水田利用
再編）

静岡県水田利用再編第三期対策推進協議会幹事会
次第（58.12.14）

昭和５８年度 茶業農産課

7246 1
水田利用再編第３期対策関係通達
（案）・他用途利用米実施要綱
（案）等

他用途利用米取扱規模要領（粗案） 昭和５９年度 茶業農産課

7246 2
水田利用再編第３期対策関係通達
（案）・他用途利用米実施要綱
（案）等

第５回水田利用再編対策推進等連絡会議議事次第
（59.3.26）

昭和５８年度 茶業農産課

7246 3
水田利用再編第３期対策関係通達
（案）・他用途利用米実施要綱
（案）等

水田利用再編対策に関するブロック会議議事次第
（59.3.19）

昭和５８年度 茶業農産課

7247 1 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第３回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (収)昭61. 1.24 中遠農林事務所

7247 2 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第３回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.24 農政課

7247 3 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第３回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (起)昭60.12.23 農政課

7247 4 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第３回農林漁業金融公庫の需要調査に
ついて（報告）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.23
農地森林部総務
課

7247 5 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第３回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（回答）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.13 畜産課

7247 6 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第３回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（回答）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.16 茶業農産課

7247 7 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第３回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (収)昭61. 1.20 中部農林事務所

7247 8 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度農林漁業金融公庫資金需要調査につい
て（第３回）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.20 西部農林事務所

7247 9 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年第２回農林漁業金融公庫資金需要調査に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60.10.11 北遠農林事務所

7247 10 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60.10. 3
志太榛原農林事
務所
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7247 11 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 畜産課

7247 12 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (起)昭60.10. 8 農政課

7247 13 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (起)昭60. 9.11 農政課

7247 14 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度農林漁業金融公庫資金需要調査につい
て（第２回）

昭和６０年度 (収)昭60. 9.30 西部農林事務所

7247 15 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 中部農林事務所

7247 16 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60.10. 4 富士農林事務所

7247 17 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金の需要調
査について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60.10. 2
農地森林部総務
課

7247 18 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金の需要調
査について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 みかん園芸課

7247 19 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 9.26 茶業農産課

7247 20 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (収)昭60.10. 2 中遠農林事務所

7247 21 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第２回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（回答）

昭和６０年度 (収)昭60.10. 2 静岡県水産課

7247 22 農林漁業金融公庫資金需要調査 農林漁業金融公庫資金の需要調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.26 東部農林事務所

7247 23 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度農林漁業金融公庫資金需要調査につい
て（第１回）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.15 農政課

7247 24 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第１回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60. 5.13
志太榛原農林事
務所

7247 25 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第１回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.11 北遠農林事務所

7247 26 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度農林漁業金融公庫資金需要調査につい
て（第１回）

昭和６０年度 (収)昭60. 5. 7 西部農林事務所

7247 27 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第１回農林漁業金融公庫資金需要調査
について

昭和６０年度 (収)昭60. 5. 8 中部農林事務所

7247 28 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年第１回農林漁業金融公庫資金需要調査に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 5. 9 中遠農林事務所

7247 29 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第１回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60. 5.10 富士農林事務所

7247 30 農林漁業金融公庫資金需要調査 農林漁業金融公庫資金の需要調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 5. 2 東部農林事務所

7247 31 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第１回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（報告）

昭和６０年度 (収)昭60. 5.11
農地森林部総務
課
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7247 32 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第１回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 5. 4 茶業農産課

7247 33 農林漁業金融公庫資金需要調査
昭和60年度第１回農林漁業金融公庫資金需要調査
について（伺い）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.17 農政課

7248 1
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（浅羽町農協）

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 6
(施)昭61. 3. 6

総務課

7248 2
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（浅羽町農協）

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 6
(施)昭61. 3. 6

総務課

7248 3
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（浜岡町農協）

昭和６０年度
(起)昭60.11.15
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

総務課

7248 4
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（大浜土地改良区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.11.30
(施)昭60.11.30

総務課

7248 5
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（磐田用水東部土地
改良区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.27
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.28

総務課

7248 6
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（磐田原土地改良
区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.27
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.28

総務課

7248 7
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（遠州福田農協）

昭和６０年度
(起)昭60.12. 6
(決)昭60.12. 6
(施)昭60.12. 7

総務課

7248 8
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（豊笠土地改良区）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

総務課

7248 9
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（竜洋町土地改良
区）

昭和６０年度 (起)昭60.10. 3 総務課

7248 10
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（菊川農協）

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 6
(施)昭61. 3. 6

総務課

7248 11
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（菊川町北部土地改
良区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.15
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

総務課

7248 12
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（佐束南土地改良
区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.30
(施)昭60.11.30

総務課

7248 13
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（笠西土地改良区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.20
(施)昭60.11.20

総務課

7248 14
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（浅羽土地改良区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.20
(施)昭60.11.20

総務課

7248 15
農林漁業金融公庫農業基盤整備資
金貸付対象事業調書

農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業
調書の提出について（伺い）（菊川町南部土地改
良区）

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.20
(施)昭60.11.20

総務課

7249 1 観測農協農業金融事情調査
観測農協農業金融事情調査（59年度第２回金利調
査）結果について（送付）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.11
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.17

農政課

7249 2 観測農協農業金融事情調査
観測農協農業金融事情調査（昭和59年度第２回金
利調査）について

昭和５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.11.28
(施)昭59.11.28

農政課
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7249 3 観測農協農業金融事情調査
観測農協農業金融事情調査（昭和59年度第１回金
利調査）の結果について（送付）

昭和５９年度
(起)昭59.11.20
(決)昭59.11.21
(施)昭59.11.21

農政課

7249 4 観測農協農業金融事情調査
観測農協農業金融事情調査（昭和59年度第２回金
利調査）について（依頼）

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.11. 1
(施)昭59.11. 1

農政課

7249 5 観測農協農業金融事情調査
観測農協農業金融事情調査（昭和59年度第１回金
利調査）について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.29
(決)昭59. 5.29
(施)昭59. 5.29

農政課

7249 6 観測農協農業金融事情調査
観測農協農業金融事情調査（昭和59年度第１回金
利調査）について（依頼）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.16
(決)昭59. 4.17
(施)昭59. 4.18

農政課

7249 7 観測農協農業金融事情調査
観測農協農業金融事情調査（昭和58年度第２回金
利調査）の結果について（送付）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.16
(決)昭59. 4.17
(施)昭59. 4.18

農政課

7250 1
利子軽減対象事業選定通知書（富
士）

利子軽減対象事業（事業計画）の変更承認につい
て（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

農地森林部総務
課

7250 2
利子軽減対象事業選定通知書（富
士）

利子軽減対象事業選定通知について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.10.18
(決)昭60.10.22
(施)昭60.10.22

農地森林部総務
課

7250 3
利子軽減対象事業選定通知書（富
士）

利子軽減対象事業選定通知について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.28
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.30

農地森林部総務
課

7250 4
利子軽減対象事業選定通知書（富
士）

利子軽減対象事業選定通知について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

農地森林部総務
課

7250 5
利子軽減対象事業選定通知書（富
士）

利子軽減対象事業選定通知について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12. 7
(決)昭60.12. 7
(施)昭60.12. 7

農地森林部総務
課

7250 6
利子軽減対象事業選定通知書（富
士）

利子軽減対象事業選定通知について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 6
(施)昭61. 3. 6

農地森林部総務
課

7251 1
農林漁業金融公庫調査委嘱規則に
基づく補助金交付状況調書

補助金交付状況調書の提出依頼について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

農地森林部総務
課

7252 1 第28回静岡県茶品評会 第28回静岡県茶品評会事務局員の報告について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.17
(決)昭60. 4.19
(施)昭60. 4.19

茶業農産課

7252 2 第28回静岡県茶品評会
第28回静岡県茶品評会における県共催名義の使用
について

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 茶業農産課

7252 3 第28回静岡県茶品評会 第28回静岡県茶品評会の審査員推せんについて 昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

茶業農産課

7252 4 第28回静岡県茶品評会
第28回静岡県茶品評会の審査員推せんについて
（回答）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.27
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.30

茶業農産課

7252 5 第28回静岡県茶品評会 第28回静岡県茶品評会の審査員委嘱について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 3
(決)昭60. 7. 4
(施)昭60. 7. 4

茶業農産課

7252 6 第28回静岡県茶品評会
第28回静岡県茶品評会開催に伴う業務動員依頼に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 3
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.10

茶業農産課

7252 7 第28回静岡県茶品評会 復命書（第28回静岡県茶品評会事務局会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.12 茶業農産課

7252 8 第28回静岡県茶品評会
第28回静岡県茶品評会審査会並びに擬賞会議の開
催について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.21

茶業農産課

7252 9 第28回静岡県茶品評会
第28回静岡県茶品評会審査結果の県政記者クラブ
資料提供について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 6
(決)昭60. 9. 6
(施)昭60. 9. 6

茶業農産課

369 ページ



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

7252 10 第28回静岡県茶品評会 第28回静岡県茶品評会審査結果について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 9
(決)昭60. 9.10
(施)昭60. 9.10

茶業農産課

7252 11 第28回静岡県茶品評会 復命書（第28回静岡県茶品評会事務局会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 9.24 茶業農産課

7252 12 第28回静岡県茶品評会
復命書（第28回静岡県茶品評会　出品茶入札販売
会及び事務整理）

昭和６０年度 (起)昭60.10. 3 茶業農産課

7252 13 第28回静岡県茶品評会 復命書（第28回静岡県茶品評会事務局会議） 昭和６０年度 (起)昭60.10.31 茶業農産課

7252 14 第28回静岡県茶品評会
第28回静岡県茶品評会褒賞授与式挙行に伴うご臨
席のお願いについて

昭和６０年度 (収)昭60.11. 5
第28回静岡県茶
品評会会長

7252 15 第28回静岡県茶品評会 復命書（第28回静岡県茶品評会褒賞授与式） 昭和６０年度 (起)昭60.11.21 茶業農産課

7252 16 第28回静岡県茶品評会 61年度関ブロの開催希望について 昭和６０年度 (起)昭60.11.22 茶業農産課

7252 17 第28回静岡県茶品評会 復命書（第29回県品開催要領（案）打合せ） 昭和６０年度 (起)昭61. 1. 6 茶業農産課

7252 18 第28回静岡県茶品評会
復命書（第29回静岡県茶品評会開催に伴う事前打
合せ会議）

昭和６０年度 (起)昭61. 3.24 茶業農産課

7253 1 日中茶業視察団 中国浙江省果樹（柑橘）視察交流訪日団要領 昭和５８年度 (収)昭58.11.16
日本中国農業農
民交流協会

7253 2 日中茶業視察団 中国国家計画委員会国土局調査団静岡県内日程 昭和５７年度 茶業農産課

7253 3 日中茶業視察団
昭和57年度日中農業技術交流に基く中国農業科学
技術情報考察団の受入について

昭和５７年度 (収)昭57. 4.22
農林水産省経済
局長

7253 4 日中茶業視察団 復命書（国際交流推進委員会） 昭和５７年度 (起)昭57.11.10 茶業農産課

7253 5 日中茶業視察団
「第２回国際交流推進委員会における意見等」の
送付について

昭和５７年度 (収)昭57. 8. 9 広報課長

7253 6 日中茶業視察団 国際交流関係事業について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.10 農政課

7254 1 浙江省農業調査団関係 浙江省農業調査団の来静について 昭和５９年度 (収)昭59. 7. 6 知事公室長

7254 2 浙江省農業調査団関係 浙江省と静岡県の農業技術交流の要旨について 昭和５９年度 (起)昭59. 8. 6 茶業農産課

7254 3 浙江省農業調査団関係
農業研修会館における品種，天敵交換に関する静
岡県と浙江省との打合せ会

昭和５９年度 (起)昭59. 7.23 茶業農産課

7254 4 浙江省農業調査団関係 浙江省農業調査団来日に伴う打合せ会 昭和５９年度 (起)昭59. 7.16 茶業農産課

7254 5 浙江省農業調査団関係 浙江省農業調査団受入れに関する打合せ 昭和５９年度 (起)昭59. 6.25 茶業農産課

7255 1
米穀流通消費対策事業費交付金交
付要綱

米穀流通消費対策事業費交付金交付要綱の制定に
ついて（通知）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 6.27
(施)昭60. 6.28

茶業農産課
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7255 2
米穀流通消費対策事業費交付金交
付要綱

昭和60年度米穀流通消費対策事業費交付金交付要
綱の制定について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 6.24
(施)昭60. 6.24

茶業農産課

7256 1 水田利用再編対策
昭和59年度水田利用再編奨励補助金精算払実績報
告書の提出について

昭和６０年度 (起)昭60. 5. 7 茶業農産課

7256 2 水田利用再編対策
水田利用再編対策奨励補助金の電算事務説明会へ
の担当職員の派遣について（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 6 西部農林事務所

7256 3 水田利用再編対策 水田利用再編対策担当者会議の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.10 東部農林事務所

7256 4 水田利用再編対策 第３回水田利用再編担当者会議の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 6. 6 中遠農林事務所

7256 5 水田利用再編対策 水田利用再編対策担当者会議の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.29
(決)昭60. 6. 3
(施)昭60. 6. 3

茶業農産課

7256 6 水田利用再編対策
「電算業務オープン課との打ち合わせ会」開催に
ついて（通知）

昭和６０年度 (収)昭60. 5.20 情報管理課

7256 7 水田利用再編対策
水田利用再編対策電算事務説明会の開催について
（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.19 北遠農林事務所

7256 8 水田利用再編対策 水田利用再編電算事務説明会について（通知） 昭和６０年度 (収)昭60. 6.15 伊豆農林事務所

7256 9 水田利用再編対策 水田利用再編対策担当者会議の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.15
志太榛原農林事
務所

7256 10 水田利用再編対策
農産関係事業担当者会議の開催について（うかが
い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 3
(決)昭60. 4. 4
(施)昭60. 4. 4

茶業農産課

7256 11 水田利用再編対策 「他用途利用米関係一問一答集」の送付について 昭和６０年度 (施)昭60. 4. 2 茶業農産課

7256 12 水田利用再編対策 水田利用再編対策担当者会議の開催について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 東部農林事務所

7256 13 水田利用再編対策
水田利用再編対策に関する第１回市町村アンケー
トの実施について（報告）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.15 茶業農産課

7256 14 水田利用再編対策 ３ゼロ運動の実施について（依頼） 昭和６０年度 (収)昭60. 7.31 情報管理課

7256 15 水田利用再編対策 昭和60年度転作等実施見込面積の調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 9. 7 関東農政局

7256 16 水田利用再編対策
昭和60年度水田利用再編対策に係る関東農政局管
内都県担当者会議の開催について（通知）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.25 神奈川県農政部

7256 17 水田利用再編対策 農業担当次長会議の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.10 茶業農産課

7256 18 水田利用再編対策 水田利用再編対策担当者会議の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.13
(決)昭60. 7.13
(施)昭60. 7.13

茶業農産課

7256 19 水田利用再編対策 奨励補助金電算事務処理について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.22 茶業農産課

7256 20 水田利用再編対策
水田利用再編対策推進状況について、ポスト３期
対策の検討について

昭和６０年度 (施)昭60.10. 1 茶業農産課
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7256 21 水田利用再編対策
昭和60年度水田利用再編対策第２種加算に係る交
付対象面積の配分について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.31
(決)昭60. 5.31
(施)昭60. 5.31

茶業農産課

7256 22 水田利用再編対策 関東農政局管内都県担当者会議資料について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.10 茶業農産課

7256 23 水田利用再編対策 昭和60年度転作等実施見込面積の報告について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 4 茶業農産課

7256 24 水田利用再編対策 水田利用再編の経過と現状 昭和６０年度 農林水産省

7256 25 水田利用再編対策 米をめぐる事情 昭和６０年度 農林水産省

7257 1
水田利用再編対策推進事業（総括
表）

昭和60年度水田利用再編対策推進事業実施計画総
括表の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.29
(決)昭60. 6.29
(施)昭60. 6.29

茶業農産課

7257 2
水田利用再編対策推進事業（総括
表）

60年度水田利用再編対策推進事業費補助金 昭和６０年度 (起)昭60. 6.28 茶業農産課

7257 3
水田利用再編対策推進事業（総括
表）

60年度水田利用再編対策推進事業実施計画一覧表 昭和６０年度 茶業農産課

7257 4
水田利用再編対策推進事業（総括
表）

昭和60年度水田利用再編対策推進事業要望につい
て

昭和５９年度 (収)昭60. 3.19
中遠農林事務所
農産園芸課

7257 5
水田利用再編対策推進事業（総括
表）

復命書（60年度水田利用再編対策推進事業ヒアリ
ング）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.31 茶業農産課

7257 6
水田利用再編対策推進事業（総括
表）

昭和60年度における統合・メニュー事業に係る
「水田利用再編の促進のための各種事業の積極的
活用について」の運用について

昭和５９年度 (収)昭60. 1.21 関東農政局

7257 7
水田利用再編対策推進事業（総括
表）

60年度水田利用再編対策推進事業のヒアリング資
料について（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.28
(決)昭60. 1.28
(施)昭60. 1.28

茶業農産課

7258 1
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

第２回みかん着果量の確認調査結果と今後の対応
について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.20
(施)昭60. 9.21

みかん園芸課

7258 2
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかん着果量の確認調査結果について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60. 8.24
伊豆地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 3
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかん着果量の確認調査結果について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.30
東部地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 4
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかん着果量の確認について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.31 富士農林事務所

7258 5
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかんの着果量の確認調査について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60. 9.10
中遠地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 6
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

第２回みかんの着果量の確認調査について（報
告）

昭和６０年度 (収)昭60. 9.13
西部地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 7
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

第１回みかん着果量の確認調査結果と今後の対応
について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.21

みかん園芸課

372 ページ



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

7258 8
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかん着果量の確認調査について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60. 7.27
伊豆地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 9
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかんの着果量の確認調査結果について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.29
東部地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 10
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかん着果量の確認調査について（進達） 昭和６０年度 (収)昭60. 7.31
富士地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 11
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかんの着花量の確認調査について（７月中旬） 昭和６０年度 (収)昭60. 8.15
静清庵地域みか
ん産地再編整備
推進協議会

7258 12
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかんの着果量の確認調査について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60. 8. 8
中遠地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 13
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかんの着果量の確認調査について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60. 7.29
西部地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7258 14
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

復命書（静岡県果樹農業振興審議会幹事会） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.23 みかん園芸課

7258 15
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

静岡県果樹農業振興審議会幹事会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.24 みかん園芸課

7258 16
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

みかんの着果量の確認調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.11
(決)昭60. 6.12
(施)昭60. 6.12

みかん園芸課

7258 17
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

昭和60年産みかんの開花期調査結果と当面の生産
対策について（供覧）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.31 みかん園芸課

7258 18
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

昭和60年産みかんの開花期調査結果と当面の生産
対策について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 6. 3
(施)昭60. 6. 3

みかん園芸課

7258 19
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅰ

市町村みかん産地再編整備計画の様式の制定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 4
(決)昭60. 4. 8
(施)昭60. 4.10

みかん園芸課

7259 1
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅱ

昭和60年産みかんを巡る最近の情勢と今後の対策
について

昭和６０年度
(起)昭60.11.15
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

みかん園芸課

7259 2
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅱ

みかん着果量の確認調査について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60. 9.30
伊豆地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7259 3
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅱ

みかん着果量の確認調査結果について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 4
東部地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7259 4
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅱ

みかん着果量の確認について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 3
富士地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7259 5
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅱ

みかん着果量の確認調査について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60.10.16
中遠地域みかん
産地再編整備推
進協議会
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7259 6
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅱ

第３回みかんの着果量確認調査について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60. 9.30
西部地域みかん
産地再編整備推
進協議会

7259 7
静岡みかん産地再編整備推進対策　
Ⅱ

復命書（伊豆地域みかん産地再編整備推進協議
会）

昭和６０年度 (起)昭60.10. 7 みかん園芸課

7260 1 昭和60年度卸売市場審議会幹事会 復命書（静岡県卸売市場審議会幹事会議） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.13 畜産課

7261 1 国際森林年① 21世紀の森林づくり委員会資料一覧表 昭和５９年度 (起)昭60. 3.  
国土緑化推進委
員会

7261 2 国際森林年①
国際森林年記念・海外ツァー参加者の推薦依頼に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 4.24
国際森林年事業
推進協議会

7261 3 国際森林年①
国際森林年記念事業における配布パンフレットの
発注について

昭和６０年度 (起)昭60. 6.11 総務課

7261 4 国際森林年①
1985年国際森林年記念事業の実施にともなう推進
協議会の設置について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.24
(施)昭60. 4.24

林政課

7261 5 国際森林年① 天城グリーンガーデンの式典について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.19 天城湯ヶ島町

7261 6 国際森林年①
ふるさと山河の提供にともなう国際森林年シンボ
ルマークの使用について

昭和６０年度 (起)昭60. 6.10 林政課

7261 7 国際森林年①
「1985年国際森林年記念事業静岡県推進協議会」
の委員の委嘱について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.29 林政課

7261 8 国際森林年①
1985年国際森林年記念事業の実施にともなう推進
委員会の設置について

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 6 総務課

7261 9 国際森林年① 国際森林年記念交流事業の実施計画打合せ会次第 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 4 林政課

7261 10 国際森林年① 昭和60年度　教育行政の基本方針と主要施策 昭和６０年度
静岡県教育委員
会

7261 11 国際森林年①
（報道関係資料）国際森林年記念論文、作文、図
画入賞作品発表

昭和６０年度 (起)昭60.10.10
国際森林年事業
推進協議会

7261 12 国際森林年① 「グリーンフェア・しずおか」の実施打合せ会 昭和６０年度 (起)昭60. 9.17 林政課

7261 13 国際森林年①
国際森林年記念事業推進のための募金の協力につ
いて（依頼）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.10 林政課

7261 14 国際森林年①
国際森林年シンボルマーク、アイドルキャラク
ター及びスローガンの使用について

昭和６０年度
国際森林年事業
推進協議会事務
局

7261 15 国際森林年① 体験林業（森林体験）についての調査依頼 昭和５９年度 (収)昭60. 2.20
林野庁林政部地
域林業対策室

7261 16 国際森林年① 国際森林年各県寄付金について 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 1 林政課

7261 17 国際森林年①
国際森林年記念事業推進のための募金の協力につ
いて

昭和６０年度 (施)昭60. 6.24
静岡県緑化推進
委員会
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7261 18 国際森林年①
図書「私たちの森林」ならびに「カレンダー」の
ご購入についてお願い

昭和５９年度 (収)昭60. 3.18
国際森林年事業
推進協議会

7261 19 国際森林年① 国際森林年カレンダーへの名称印刷について 昭和５９年度 (施)昭60. 3.20
静岡県緑化推進
委員会

7261 20 国際森林年① 国際森林年関係資料 林政課

7262 1 国際森林年②
（報道資料）国際森林年記念　森林・林業展
「フォレスポ1985」―君の未来・緑の地球―告知
のお願い

昭和６０年度

農林水産省・林
野庁、国際森林
年事業推進協議
会

7262 2 国際森林年②
国際森林年記念森林・林業展「フォレスポ1985」
の出品参加について

昭和６０年度 (起)昭60. 8.30 林政課

7262 3 国際森林年②
国際森林年記念事業における副読本の購入につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 7.17
(決)昭60. 7.23

林政課

7262 4 国際森林年② 国際森林年記念パンフレットの送付について 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 8 林政課

7262 5 国際森林年②
国際森林年記念論文等募集事業に係る協力依頼に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 3 林政課

7262 6 国際森林年② 礼状 昭和６０年度 (収)昭60.12.20 住吉小学校

7262 7 国際森林年② 礼状 昭和６０年度 (収)昭60.12.21
静岡県立吉原高
等学校

7262 8 国際森林年②
都道府県における国際森林年記念の森造成の推進
について

昭和５９年度 (収)昭60. 3.25 林野庁

7262 9 国際森林年② 国際森林年推進会議の開催について 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 8 林野庁計画課

7262 10 国際森林年② 国際森林年の推進について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.22 林野庁

7262 11 国際森林年②
国際森林年記念論文等募集事業に係る協力依頼に
ついて

昭和５９年度 (収)昭60. 3.22 林野庁林道課

7262 12 国際森林年② 造林事業打合せ会議資料の追加提出について 昭和６０年度 (施)昭60. 4. 5 林政課

7262 13 国際森林年② 国際森林年について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.25 林政課

7262 14 国際森林年② 造林事業打合せ会議資料の追加提出について 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 3 林野庁造林課

7262 15 国際森林年②
第１回1985年国際森林年記念事業静岡県推進協議
会幹事会の開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.26 林政課

7262 16 国際森林年② 国際森林年について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.27

林政課

7262 17 国際森林年② 国際森林年記念事業推進のための募金について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.27
国際森林年事業
推進協議会
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7262 18 国際森林年② 国際森林年記念タイピンの斡旋について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.30
林野庁指導部計
画課

7262 19 国際森林年②
第１回1985年国際森林年記念事業静岡県推進協議
会の開催について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.29 林政課

7262 20 国際森林年②
国際森林年記念副読本「森林とみんなの暮らし」
の配付依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 7
(決)昭60. 9.15

林政課

7262 21 国際森林年② 国際森林年記念事業に係る副読本の配布について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.26
(決)昭60. 8. 1
(施)昭60. 8. 5

林政課

7262 22 国際森林年② 国際森林年のパンフレットの送付について 昭和６０年度 (施)昭60. 4.15
1985年国際森林
年記念事業静岡
県推進協議会

7262 23 国際森林年②
国際森林年記念事業推進のための募金の協力につ
いて（依頼）

昭和６０年度 (施)昭60. 5.10 林政課

7262 24 国際森林年② 国際森林年関係資料
昭和５９年度
昭和６０年度

林政課

7262 25 国際森林年②
「1985年国際森林年記念シンポジウム報告書」に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 4. 3
愛媛県農林水産
部

7263 1 静岡県国土利用計画 静岡県国土利用計画地方審議会資料 昭和６０年度 (起)昭61. 1.28 林政課

7263 2 静岡県国土利用計画
国土利用計画ワーキング・グループ合同部会の開
催について

昭和６０年度 (収)昭61. 3. 4 地域振興課

7263 3 静岡県国土利用計画
国土利用計画策定ワーキング・グループ総括部会
打合せ

昭和６０年度 (収)昭60. 5.24 地域振興課

7264 1
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

林野庁森林保全課視察日程 昭和６０年度 (起)昭61. 2.20 造林課

7264 2
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

松くい虫被害対策推進関係資料の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.25
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.25

造林課

7264 3
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

松くい虫被害対策の実施状況について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.10
(決)昭61. 2.10
(施)昭61. 2.10

造林課

7264 4
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

松くい虫防除講習会への出席要請について 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 5 伊東市長

7264 5
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

伊東市松くい虫被害対策研究会に係る資料につい
て

昭和６０年度 (起)昭61. 1.16 造林課

7264 6
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

原因不明の森林被害について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 4
(決)昭60.12. 4
(施)昭60.12. 5

造林課

7264 7
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

昭和60年度（秋期）における松くい虫区駆除依頼
に対する回答について

昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

造林課

7264 8
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

昭和60年度（秋期）における松くい虫区駆除依頼
について

昭和６０年度
(起)昭60.11.14
(決)昭60.11.15
(施)昭60.11.15

造林課

7264 9
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

昭和60年度（秋期）における松くい虫区駆除依頼
について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.13
(決)昭61. 1.16
(施)昭61. 1.16

造林課
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7264 10
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

南アルプス・カモシカ調査合同打合せ会に関係職
員の出席方について

昭和６０年度 (収)昭60.11. 2 教育長

7264 11
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

リーフレット「スギ・ヒノキせん孔性害虫防除の
しおり」ご利用についてのお願い

昭和６０年度 (収)昭60. 9.12
全国林業改善普
及協会

7264 12
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

森林病害虫等防除事業の資料提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.10
(決)昭60. 9.11
(施)昭60. 9.11

造林課

7264 13
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

浜松市南部国有地内の松枯損木処理に関する打合
せ会

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 4 造林課

7264 14
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

三方原学園の松くい虫防除対策実施について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.30 民生部長

7264 15
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

松くい虫防除薬剤空中散布事業における危被害の
防止について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.27
(決)昭60. 5.28
(施)昭60. 5.28

造林課

7264 16
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

松くい虫被害対策事業の実施状況について（報
告）

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6. 6
(施)昭60. 6. 7

造林課

7264 17
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

特殊林保護事業に係る空中散布について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.14 自然保護課

7264 18
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

松くい虫特別防除に伴う被害防止措置等の徹底に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5. 9
(施)昭60. 5. 9

造林課

7264 19
森林病害虫防除に係る諸調査・報
告

森林病害虫等防除事業担当者名簿について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5. 9
(施)昭60. 5. 9

造林課

7265 1 森林病害虫防除事業地区別調書 昭和60年度地区別調書（県計他） 昭和６０年度 造林課

7266 1 松くい虫被害対策定期報告 松くい虫被害対策に関する定期報告について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.20
(決)昭60. 7.20
(施)昭60. 7.20

造林課

7266 2 松くい虫被害対策定期報告 松くい虫被害対策に関する諸報告について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.19
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.19

造林課

7266 3 松くい虫被害対策定期報告 松くい虫被害対策に関する定期報告について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.21
(決)昭60. 6.25
(施)昭60. 6.26

造林課

7266 4 松くい虫被害対策定期報告 松くい虫被害対策に関する諸報告について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.12
(決)昭60. 6.12
(施)昭60. 6.12

造林課

7267 1 マツバノタマバエ被害調査 復命書（マツバノタマバエ被害調査） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.13 造林課

7268 1 松くい虫被害報告書 昭和60年度全国松くい虫被害状況について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.10
(決)昭61. 7.16
(施)昭61. 7.16

造林課

7268 2 松くい虫被害報告書 昭和60年度松くい虫被害の発生状況について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.20

造林課

7268 3 松くい虫被害報告書 昭和60年度松くい虫被害の発生状況について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 8
(決)昭60.10. 8
(施)昭60.10. 8

造林課

7268 4 松くい虫被害報告書 昭和60年度松くい虫被害の発生状況について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.20 造林課

7269 1 漁獲物国外陸揚許可（報告）１
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

水産課
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7269 2 漁獲物国外陸揚許可（報告）１
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.29
(決)昭60. 5.31
(施)昭60. 5.31

水産課

7269 3 漁獲物国外陸揚許可（報告）１
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.14
(決)昭60. 6.17
(施)昭60. 6.17

水産課

7269 4 漁獲物国外陸揚許可（報告）１
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.12
(施)昭60. 7.12

水産課

7269 5 漁獲物国外陸揚許可（報告）１
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.31
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 3

水産課

7269 6 漁獲物国外陸揚許可（報告）１
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

水産課

7269 7 漁獲物国外陸揚許可（報告）１
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 3
(決)昭60.10. 4
(施)昭60.10. 5

水産課

7269 8 漁獲物国外陸揚許可（報告）１ 水産省に直接報告する書類 昭和６０年度 水産課

7270 1 漁獲物国外陸揚許可（報告）２
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.30
(決)昭60.11. 1
(施)昭60.11. 1

水産課

7270 2 漁獲物国外陸揚許可（報告）２
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.11.20
(決)昭60.11.20
(施)昭60.11.20

水産課

7270 3 漁獲物国外陸揚許可（報告）２
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12.12
(決)昭60.12.19
(施)昭60.12.19

水産課

7270 4 漁獲物国外陸揚許可（報告）２
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.27
(決)昭61. 1.27
(施)昭61. 1.27

水産課

7270 5 漁獲物国外陸揚許可（報告）２
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.12
(決)昭61. 2.12
(施)昭61. 2.12

水産課

7270 6 漁獲物国外陸揚許可（報告）２
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.12
(決)昭61. 3.13
(施)昭61. 3.13

水産課

7270 7 漁獲物国外陸揚許可（報告）２
遠洋かつお、マグロ漁業の漁獲物等の国外陸揚げ
等の報告書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

水産課

7271 1 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会（57.3.25） 昭和５６年度 管理課

7271 2 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会（56.12.23） 昭和５６年度 管理課

7271 3 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会　第１小委員会（56.9.26） 昭和５６年度 管理課

7271 4 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会　第２小委員会（56.8.25） 昭和５６年度 管理課

7271 5 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会　第１小委員会（56.6.15） 昭和５６年度 管理課

7271 6 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会　第２小委員会（56.2.25） 昭和５５年度 管理課

7271 7 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会（55.12.2） 昭和５５年度 管理課
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7271 8 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会　第１小委員会（55.9.5） 昭和５５年度 管理課

7271 9 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会　第２小委員会（55.7.31） 昭和５５年度 管理課

7271 10 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会　第１小委員会（55.3.18） 昭和５４年度 管理課

7271 11 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会　第２小委員会（55.2.29） 昭和５４年度 管理課

7271 12 建設業審議会議事録 静岡県建設業審議会（54.12.19） 昭和５４年度 管理課

7272 1
都市計画法第32条の規定に基づく
協議

都市計画法第32条の規定に基づく協議について
（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 6. 2
(施)昭56. 6. 2

公共用地課

7273 1
都市計画街路富士（停）厚原線街
路整備事業

損失補償算定協議について（回答） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.17
(施)昭61. 3.17

公共用地課

7274 1
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（清水
港）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.11 港湾課

7274 2
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（熱海
港・沼津港・土肥港・御前崎港・浜名港・田子の
浦港）

昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(施)昭59.12. 1

港湾課

7274 3
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（下田
港・沼津港）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 1
(決)昭59.11. 1
(施)昭59.11. 1

港湾課

7274 4
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（下田
港・松崎港・土肥港・沼津港・田子の浦港・清水
港・御前崎港・榛原港・浜名港）

昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(施)昭59.10.17

港湾課

7274 5
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度特定港湾施設整備事業基本計画につい
て（通知）

昭和５９年度 (収)昭59. 8.27 運輸大臣

7274 6
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（清水
港・沼津港）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.31
(施)昭59. 8. 1

港湾課

7274 7
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（下田
港・松崎港・熱海港・伊東港・土肥港・清水港・
御前崎港・相良港・榛原港・浜名港）

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 2
(決)昭59. 7. 3
(施)昭59. 7. 3

港湾課

7274 8
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（熱海
港・田子の浦港）

昭和５９年度 (起)昭59. 6. 1 港湾課

7274 9
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（御前崎
港）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.14
(決)昭59. 5.18
(施)昭59. 5.18

港湾課

7274 10
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（田子の
浦港・清水港・御前崎港）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.11 港湾課

7274 11
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（御前崎
港）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.20
(決)昭59. 4.23

港湾課

7274 12
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の節別要求書の提出について 昭和５９年度 (施)昭59. 4.14 港湾課
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7274 13
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（県単編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（下田
港・手石港・松崎港・宇久須港・熱海港・伊東
港・沼津港・土肥港・田子の浦港・清水港・相良
港・榛原港・御前崎港・浜名港）

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 6
(施)昭59. 4. 9

港湾課

7275 1
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（清水
港）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.25
(施)昭60. 2.25

港湾課

7275 2
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（沼津
港）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.29 港湾課

7275 3
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（御前崎
港）

昭和５９年度 (起)昭60. 1. 4 港湾課

7275 4
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（田子の
浦港）

昭和５９年度 (起)昭60. 1. 4 港湾課

7275 5
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度港湾関係補助事業の執行について 昭和５９年度 (収)昭59.12.20
運輸省港湾局管
理課

7275 6
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（土肥
港）

昭和５９年度 (起)昭59.12.11 港湾課

7275 7
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度海岸関係補助事業の変更について（変
更内定通知）

昭和５９年度 (収)昭59.11. 2 運輸省港湾局長

7275 8
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度港湾事業の箇所決定について（手石
港・松崎港・宇久須港・下田港・伊東港・熱海
港・土肥港・沼津港・田子の浦港・清水港・御前
崎港・相良港・榛原港・浜名港）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.20
(決)昭59. 4.23

港湾課

7275 9
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度港湾関係補助事業について（内定通
知）

昭和５９年度 (収)昭59. 4.16 運輸省港湾局長

7275 10
昭和59年度港湾事業の箇所決定綴
（公共編）

昭和59年度海岸関係補助事業について（内定通
知）

昭和５９年度 (収)昭59. 4.14 運輸省港湾局長

7276 1
浜松駅前12街区第１種市街地再開
発ビル新築工事　防災計画書

浜松駅前12街区第一種市街地再開発ビル新築工事　
防災計画書

昭和６０年度 (収)昭60. 9.30
善本コンサル
ティングオフィ
ス

7277 1
浜松駅前12街区第１種市街地再開
発ビル新築工事　構造概要書

浜松駅前12街区第一種市街地再開発ビル新築工事　
構造概要書

昭和６０年度 (収)昭61. 1.31
善本コンサル
ティングオフィ
ス

7278 1
浜松駅前12街区第１種市街地再開
発ビル新築工事図面

浜松駅前12街区第一種市街地再開発ビル新築工事
図面

昭和６０年度 (収)昭61. 1.31
善本コンサル
ティングオフィ
ス

7279 1
昭和60年度市街地再開発事業実績
報告書（資料）（浜松駅前12街区
第１種市街地再開発事業）

昭和60年度市街地再開発事業実績報告書（資料）
（浜松駅前12街区第一種市街地再開発事業）（建
築設計）

昭和６０年度 (収)昭61. 3.29
善本コンサル
ティングオフィ
ス

7279 2
昭和60年度市街地再開発事業実績
報告書（資料）（浜松駅前12街区
第１種市街地再開発事業）

昭和60年度市街地再開発事業実績報告書（資料）
（浜松駅前12街区第一種市街地再開発事業）（権
利変換計画作成）

昭和６０年度 (収)昭61. 3.29

大林組名古屋支
店、善本コンサ
ルティングオ
フィス

7279 3
昭和60年度市街地再開発事業実績
報告書（資料）（浜松駅前12街区
第１種市街地再開発事業）

昭和60年度市街地再開発事業実績報告書（資料）
（浜松駅前12街区第一種市街地再開発事業）（土
地整備）

昭和６０年度 (収)昭61. 3.29
大林組名古屋支
店

7280 1
都市拠点開発緊急促進事業・民間
都市開発推進機構調査

都市拠点開発緊急促進事業・民間都市開発推進機
構対象プロジェクトの調査について（伺い）

昭和６１年度 (起)昭62. 1.23 計画課
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7280 2
都市拠点開発緊急促進事業・民間
都市開発推進機構調査

都市拠点開発緊急促進事業・民間都市開発推進機
構対象プロジェクトの調査について（伺い）

昭和６１年度
(起)昭62. 2. 5
(決)昭62. 2. 5
(施)昭62. 2. 6

計画課

7281 1 海洋性レクリエーション調査
海洋レクリエーション施設の状況調査について
（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 7.10 清水市

7281 2 海洋性レクリエーション調査
海洋レクリエーション施設の状況調査について
（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 7. 8 浜名郡雄踏町

7281 3 海洋性レクリエーション調査 海洋レクリエーション施設の状況調査について 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 8 賀茂郡西伊豆町

7281 4 海洋性レクリエーション調査
海洋レクリエーション施設の状況調査について
（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 7. 6 相良町

7281 5 海洋性レクリエーション調査
海洋レクリエーション施設の状況調査について
（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 7. 4 浜名郡舞阪町

7281 6 海洋性レクリエーション調査
海洋レクリエーション施設の状況調査について
（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 7. 5 浜名郡新居町

7281 7 海洋性レクリエーション調査
海洋レクリエーション施設の状況調査について
（回答）

昭和６０年度 (収)昭60. 7. 5 浜松市

7281 8 海洋性レクリエーション調査
海洋リクレーション施設の状況調査について（回
答）

昭和６０年度 (収)昭60. 7.10
静岡市都市開発
部計画課

7281 9 海洋性レクリエーション調査
海洋レクレーション施設の状況調査について（回
答）

昭和６０年度 (収)昭60. 7. 4 下田市

7281 10 海洋性レクリエーション調査 海洋性レクリエーション調査関係図等 昭和６０年度

7282 1
昭和60年度街路事業実施設計承認
申請書（遠鉄立休交差事業）

昭和60年度　実施設計承認申請書の添付資料につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 1
(施)昭60. 5. 1

都市整備課

7282 2
昭和60年度街路事業実施設計承認
申請書（遠鉄立休交差事業）

昭和60年度　街路事業（連続立体交差）実施設計
承認申請書について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 1
(施)昭60. 5. 1

都市整備課

7282 3
昭和60年度街路事業実施設計承認
申請書（遠鉄立休交差事業）

昭和60年度　工法協議設計承認申請書の提出につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 3.19
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.20

都市整備課

7283 1 下水道事業要望調査書 公共下水道　総括表 昭和５９年度 下水道課

7283 2 下水道事業要望調査書 都市下水路事業要望総括表 昭和５９年度 下水道課

7283 3 下水道事業要望調査書 要望額総括表 昭和５９年度 下水道課

7283 4 下水道事業要望調査書 60年度投資額（その１） 昭和５９年度 下水道課

7283 5 下水道事業要望調査書 60年度投資額（その２） 昭和５９年度 下水道課

7283 6 下水道事業要望調査書
60年度国費相当額総括表　一般（地域改善を除
く）

昭和５９年度 下水道課

7283 7 下水道事業要望調査書 特定環境保全公共下水道投資額　60年度（要望） 昭和５９年度 下水道課

381 ページ



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

7283 8 下水道事業要望調査書
60年度国費相当額総括表　一般（地域改善を除
く）　様式Ｆ－３

昭和５９年度 下水道課

7283 9 下水道事業要望調査書 60年度　箇所別要望額（国費相当額） 昭和５９年度 下水道課

7283 10 下水道事業要望調査書 60年度箇所別容貌額　国費相当額（処理場） 昭和５９年度 下水道課

7283 11 下水道事業要望調査書 特定環境保全公共下水道60年度要望国費 昭和５９年度 下水道課

7283 12 下水道事業要望調査書 昭和60年度　下水道事業要望書 昭和５９年度 下水道課

7284 1
商業地域等における下水道普及状
況調

「商業地域等」における下水道普及状況調べにつ
いて（提出）

昭和６０年度 (起)昭60.11.22 下水道課

7284 2
商業地域等における下水道普及状
況調

「商業地域等」における下水道普及状況調べにつ
いて（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60.11.14
(決)昭60.11.14
(施)昭60.11.14

下水道課

7285 1
昭和60年度市街化地域等における
下水道整備状況調について

市街化地域等における下水道整備状況調べについ
て（提出）

昭和６０年度 (起)昭61. 2.24 下水道課

7285 2
昭和60年度市街化地域等における
下水道整備状況調について

市街化地域等における下水道整備状況調べについ
て（依頼）

昭和６０年度 (起)昭61. 2.17 下水道課

7286 1 会計検査下水道関係特別調書 下水道施設供用状況調べの作成について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.20
(決)昭60. 3.20
(施)昭60. 3.20

下水道課

7287 1 流域下水道事業計画書 流域下水道計画緒元（その２） 昭和５６年度 下水道課

7287 2 流域下水道事業計画書 流域下水道計画の経緯 昭和５６年度 下水道課

7287 3 流域下水道事業計画書
第５次５ヶ年計画流域下水道事業整備計画表（総
括）

昭和５６年度 下水道課

7287 4 流域下水道事業計画書 流域下水道事業第１期計画執行計画表 昭和５５年度 下水道課

7288 1 下水道事業長期計画 流域下水道事業特別会計の課調査定指示事項 昭和５９年度 下水道課

7288 2 下水道事業長期計画
静岡県下水道整備長期計画（昭和59年度～70年
度）

昭和５９年度 下水道課

7289 1 狩野川執行計画の検討
狩野川流域下水道（東部処理区）事業計画（昭和
56年４月）

昭和５６年度 下水道課

7289 2 狩野川執行計画の検討
狩野川流域下水道（東部処理区）事業計画（昭和
55年６月）

昭和５５年度 下水道課

7290 1 県議会（６月定例会） 議会時報（昭和59年６月県議会） 昭和５９年度 建築課

7290 2 県議会（６月定例会） 昭和59年６月　建設委員会［資料］ 昭和５９年度 建築課

7291 1 県議会（２月定例会） 県議会資料集 昭和５９年度 建築課
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7292 1 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（61.２）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.14
(決)昭61. 3.14
(施)昭61. 3.15

建築課

7292 2 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（61.１）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.14
(決)昭61. 2.14
(施)昭61. 2.14

建築課

7292 3 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.12）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.16
(決)昭61. 1.16
(施)昭61. 1.16

建築課

7292 4 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.11）

昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.13
(施)昭60.12.13

建築課

7292 5 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.10）

昭和６０年度
(起)昭60.11.13
(決)昭60.11.15
(施)昭60.11.15

建築課

7292 6 建築動態統計調査 建築統計年報の送付について 昭和６０年度 (起)昭60.10.15
建設省建築経済
局

7292 7 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.９）

昭和６０年度
(起)昭60.10.15
(決)昭60.10.15
(施)昭60.10.15

建築課

7292 8 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.８）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.14
(決)昭60. 9.14
(施)昭60. 9.14

建築課

7292 9 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.７）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.15
(施)昭60. 8.15

建築課

7292 10 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.６）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.15
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.15

建築課

7292 11 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.５）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.14
(決)昭60. 6.15
(施)昭60. 6.15

建築課

7292 12 建築動態統計調査 補正調査対象工事表の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.29
(決)昭60. 5.30
(施)昭60. 5.30

建築課

7292 13 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.４）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

建築課

7292 14 建築動態統計調査
建築動態統計調査規則に基づく報告について
（60.３）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.15
(施)昭60. 4.15

建築課

7293 1 昭和56年度起債申請
昭和57年度特別地方債（厚生年金還元融資による
住宅建設事業）の起債計画書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 5
(決)昭57. 4. 6
(施)昭57. 4. 7

住宅建設課

7293 2 昭和56年度起債申請
昭和56年度厚生年金保険積立金還元融資対象事業
完了報告書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(決)昭57. 4.10
(施)昭57. 4.12

住宅建設課

7293 3 昭和56年度起債申請
昭和56年度特別地方債（厚生年金還元融資による
住宅建設事業）の起債実施調書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 5
(決)昭57. 4. 6
(施)昭57. 4. 7

住宅建設課

7293 4 昭和56年度起債申請
昭和56年度中小企業賃貸住宅建設事業（厚生年金
勤労者住宅）の変更について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 6
(決)昭56.11.20
(施)昭56.11.20

住宅建設課

7293 5 昭和56年度起債申請
厚生年金保険積立金還元融資対象事業完了報告書
の提出について（昭和55年度分）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.18
(決)昭56. 5.19
(施)昭56. 5.19

住宅建設課

7293 6 昭和56年度起債申請
昭和56年度特別地方債（厚生年金還元融資による
住宅建設事業）の起債計画書の提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 4. 9
(決)昭55. 4.13
(施)昭55. 4.13

住宅建設課

7294 1 公営住宅応募状況調査
昭和61年度第２回公営住宅応募状況調査結果につ
いて（報告）

昭和６２年度
(起)昭62. 5.28
(決)昭62. 5.28
(施)昭62. 5.28

住宅課
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7294 2 公営住宅応募状況調査
昭和61年度第２回公営住宅応募状況調査について
（うかがい）

昭和６２年度
(起)昭62. 4. 9
(決)昭62. 4.11
(施)昭62. 4.11

住宅課

7295 1 60年決算（収入） 60年決算（収入） 昭和６０年度 会計課

7296 1 60年決算（支出） 60年決算（支出） 昭和６０年度 会計課

7297 1 現金有高表 現金有高表
昭和５２年度

～
昭和５８年度

公金総括店他

7298 1 出納検査書 出納検査書
昭和５６年度

～
昭和５８年度

出納事務局

7299 1
昭和60年度２月定例会陳情文書表
綴

陳情文書表の作成について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 2.18
(決)昭60. 2.19

議会事務局議事
課

7300 1
昭和60年度９月定例会陳情文書表
綴

陳情文書表の作成について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

議会事務局議事
課

7301 1
昭和60年度11月定例会陳情文書表
綴

陳情文書表の作成について 昭和６０年度
(起)昭60.11.15
(決)昭60.11.15

議会事務局議事
課

7302 1 報道機関資料提供　１ 教育委員会定例会の結果について 昭和６０年度 (施)昭60.11.21
教育委員会総務
課

7302 2 報道機関資料提供　１ 県芸術祭美術展第３期展審査結果 昭和６０年度 (施)昭60.11.16
教育委員会総務
課

7302 3 報道機関資料提供　１ 県芸術祭美術展第３期展審査結果について 昭和６０年度 (施)昭60.11.12
教育委員会総務
課

7302 4 報道機関資料提供　１ 教育広報　No.302 昭和６０年度 (施)昭60.11. 9
教育委員会総務
課

7302 5 報道機関資料提供　１ 産業教育功労者表彰状伝達式について 昭和６０年度 (施)昭60.11. 9
教育委員会総務
課

7302 6 報道機関資料提供　１
中国青年訪日友好の船歓迎交流事業ならびに表敬
訪問について報道機関への資料提供について

昭和６０年度 (施)昭60.11. 7
教育委員会総務
課

7302 7 報道機関資料提供　１
中央図書館60周年記念　葵文庫・久能文庫展につ
いて

昭和６０年度 (施)昭60.11. 5
教育委員会総務
課

7302 8 報道機関資料提供　１ 第２回情報管理講習会の開催について 昭和６０年度 (施)昭60.11. 5
教育委員会総務
課

7302 9 報道機関資料提供　１ 教育相談センターだより　10月号 昭和６０年度 (施)昭60.11. 5
教育委員会総務
課

7302 10 報道機関資料提供　１
日独青少年指導者セミナー「西ドイツ指導者」の
県受入れについて

昭和６０年度 (施)昭60.11. 2
教育委員会総務
課

7302 11 報道機関資料提供　１ 特殊教諭事例伝達式の実施について 昭和６０年度 (施)昭60.10.29
教育委員会総務
課

7302 12 報道機関資料提供　１ 県読書大会の案内について 昭和６０年度 (施)昭60.10.25
教育委員会総務
課

7302 13 報道機関資料提供　１ 全国小学校研究大会の開催について 昭和６０年度 (施)昭60.10.25
教育委員会総務
課
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7302 14 報道機関資料提供　１ 神明原・元宮川遺跡における発掘調査の状況 昭和６０年度 (施)昭60.10.22
教育委員会総務
課

7302 15 報道機関資料提供　１ 教育委員会定例会の結果について 昭和６０年度 (施)昭60.10.17
教育委員会総務
課

7302 16 報道機関資料提供　１ 新聞所蔵資料について 昭和６０年度 (施)昭60.10.12
教育委員会総務
課

7302 17 報道機関資料提供　１
県芸術祭美術展第１期展（書道）審査結果につい
て

昭和６０年度 (施)昭60.10.11
教育委員会総務
課

7302 18 報道機関資料提供　１ 文部省認定社会通信教育静岡県受講者研究集会 昭和６０年度 (施)昭60.10. 9
教育委員会総務
課

7302 19 報道機関資料提供　１ 社会教育功労者表彰について 昭和６０年度 (施)昭60.10. 3
教育委員会総務
課

7302 20 報道機関資料提供　１ 教育広報　No.301 昭和６０年度 (施)昭60.10. 4
教育委員会総務
課

7302 21 報道機関資料提供　１
神明原・元宮川遺跡（大谷川改修工事）の発掘調
査の状況　報道機関への公開

昭和６０年度 (施)昭60.10. 1
教育委員会総務
課

7302 22 報道機関資料提供　１ 県芸術祭第１期展（日本画・写真）審査結果 昭和６０年度 (施)昭60.10. 1
教育委員会総務
課

7302 23 報道機関資料提供　１ 県芸術祭美術展開会式について 昭和６０年度 (施)昭60. 9.30
教育委員会総務
課

7302 24 報道機関資料提供　１ 勤労青年海外派遣事業について 昭和６０年度 (施)昭60. 9.30
教育委員会総務
課

7302 25 報道機関資料提供　１ 教育委員会定例会の結果について 昭和６０年度 (施)昭60. 9.27
教育委員会総務
課

7302 26 報道機関資料提供　１ 教育相談センターだより　　９月号 昭和６０年度 (施)昭60. 9.27
教育委員会総務
課

7302 27 報道機関資料提供　１ 学校給食優良学校文部大臣表彰の決定について 昭和６０年度 (施)昭60. 9.27
教育委員会総務
課

7302 28 報道機関資料提供　１
昭和60年度体育功労者・社会体育優良団体文部大
臣表彰について

昭和６０年度 (施)昭60. 9.27
教育委員会総務
課

7302 29 報道機関資料提供　１ 全国高等学校総合体育大会についいて 昭和６０年度 (施)昭60. 9.18
教育委員会総務
課

7302 30 報道機関資料提供　１ 県立美術館の建物完成について 昭和６０年度 (施)昭60. 9.14
教育委員会総務
課

7302 31 報道機関資料提供　１ 県史だより　第１号の発行について 昭和６０年度 (施)昭60. 9.12
教育委員会総務
課

7302 32 報道機関資料提供　１
教育相談センター業務報告「電話相談と面接相
談」

昭和６０年度 (施)昭60. 9.12
教育委員会総務
課

7302 33 報道機関資料提供　１ 中部地区文化振興会議の開催について 昭和６０年度 (施)昭60. 9.10
教育委員会総務
課

7302 34 報道機関資料提供　１ 教育広報　第300 昭和６０年度 (施)昭60. 9. 9
教育委員会総務
課
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7302 35 報道機関資料提供　１
第37回中部地区高等学校通信制教育研究会の開催
について

昭和６０年度 (施)昭60. 9. 9
教育委員会総務
課

7302 36 報道機関資料提供　１ 第10回伊豆民俗芸能のつどい開催について 昭和６０年度 (施)昭60. 9. 6
教育委員会総務
課

7302 37 報道機関資料提供　１ 教育相談センターだより 昭和６０年度 (施)昭60. 8.24
教育委員会総務
課

7302 38 報道機関資料提供　１ ザイール軟式庭球選手の表敬訪問について 昭和６０年度 (施)昭60. 8.24
教育委員会総務
課

7302 39 報道機関資料提供　１ 県クレーン射撃場落成式 昭和６０年度 (施)昭60. 8.16
教育委員会総務
課

7302 40 報道機関資料提供　１ 「少年スポーツクラブ」資料について 昭和６０年度 (施)昭60. 8. 9
教育委員会総務
課

7302 41 報道機関資料提供　１ 国際交流プラザ事業について 昭和６０年度 (施)昭60. 8. 7
教育委員会総務
課

7302 42 報道機関資料提供　１ 教育広報　第299 昭和６０年度 (施)昭60. 7.31
教育委員会総務
課

7302 43 報道機関資料提供　１ 教育相談センターだより　７月号 昭和６０年度 (施)昭60. 7.31
教育委員会総務
課

7302 44 報道機関資料提供　１ 第９回全国高校総合文化祭について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.26
教育委員会総務
課

7302 45 報道機関資料提供　１
静岡県文化財調査報告書32集　浜名湖における魚
撈習俗Ⅱ

昭和６０年度 (施)昭60. 6.  
教育委員会総務
課

7302 46 報道機関資料提供　１ 館外モニュメント「アマリリス」の設置について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.22
教育委員会総務
課

7302 47 報道機関資料提供　１ 「ふるさと工芸教室」開校式について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.22
教育委員会総務
課

7302 48 報道機関資料提供　１ 第25回県芸術祭の開催について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.22
教育委員会総務
課

7302 49 報道機関資料提供　１ 夏季特別閲覧期間について（中央図書館） 昭和６０年度 (施)昭60. 7.20
教育委員会総務
課

7302 50 報道機関資料提供　１ 昭和60年度　公立小・中・高校終業式について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.19
教育委員会総務
課

7302 51 報道機関資料提供　１ 教育委員会定例会の結果について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.18
教育委員会総務
課

7302 52 報道機関資料提供　１ 公立高校「転入学試験」実施計画について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.18
教育委員会総務
課

7302 53 報道機関資料提供　１ ふるさと文化財シリーズ第１集の発行について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.17
教育委員会総務
課

7302 54 報道機関資料提供　１
ハロー電話　ポスター及びシール制作者への感謝
状贈呈

昭和６０年度 (施)昭60. 7.15
教育委員会総務
課

7302 55 報道機関資料提供　１
（財）静岡県埋蔵文化財調査研究所　発掘調査概
要について

昭和６０年度 (施)昭60. 7.10
教育委員会総務
課
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7302 56 報道機関資料提供　１ 第18回静岡県青年の船の参加者の募集について 昭和６０年度 (施)昭60. 7.10
教育委員会総務
課

7302 57 報道機関資料提供　１ 教育広報　第298 昭和６０年度 (施)昭60. 7. 1
教育委員会総務
課

7302 58 報道機関資料提供　１
昭和61年度静岡県教員採用選考試験志願者数集計
結果

昭和６０年度 (施)昭60. 7. 9
教育委員会総務
課

7302 59 報道機関資料提供　１ 英語指導主事助手招致事業について 昭和６０年度 (施)昭60. 6.29
教育委員会総務
課

7302 60 報道機関資料提供　１ 教育相談センターの移転について 昭和６０年度 (施)昭60. 6.27
教育委員会総務
課

7302 61 報道機関資料提供　１ ハロー電話ボランティア相談員の募集について 昭和６０年度 (施)昭60. 6.24
教育委員会総務
課

7302 62 報道機関資料提供　１ 県立美術館ボランティアの募集について 昭和６０年度 (施)昭60. 6.24
教育委員会総務
課

7302 63 報道機関資料提供　１ 教育相談センターだより　６月号 昭和６０年度 (施)昭60. 6.24
教育委員会総務
課

7302 64 報道機関資料提供　１ 静岡県バスケットボール協会創立総会について 昭和６０年度 (施)昭60. 6.22
教育委員会総務
課

7302 65 報道機関資料提供　１
大相撲立浪部屋力士　立富士関　知事表敬訪問に
ついて

昭和６０年度 (施)昭60. 6.20
教育委員会総務
課

7302 66 報道機関資料提供　１
県立中央図書館60周年記念　近代歌人・静岡県現
代歌人展について

昭和６０年度 (施)昭60. 6.17
教育委員会総務
課

7302 67 報道機関資料提供　１ 教育委員会定例会の結果について 昭和６０年度 (施)昭60. 6.13
教育委員会総務
課

7302 68 報道機関資料提供　１ 「ふるさと工芸教室」の募集について 昭和６０年度 (施)昭60. 6.12
教育委員会総務
課

7302 69 報道機関資料提供　１ 教育広報　第298 昭和６０年度 (施)昭60. 6. 3
教育委員会総務
課

7302 70 報道機関資料提供　１ 教育相談センターだより　５月号 昭和６０年度 (施)昭60. 5.28
教育委員会総務
課

7302 71 報道機関資料提供　１
中華人民共和国国務員外国専家局訪問団の来静に
ついて

昭和６０年度 (施)昭60. 5.28
教育委員会総務
課

7302 72 報道機関資料提供　１ 第１回情報管理講習会の開催について 昭和６０年度 (施)昭60. 5.28
教育委員会総務
課

7302 73 報道機関資料提供　１ 教育委員会定例会の結果について 昭和６０年度 (施)昭60. 5.24
教育委員会総務
課

7302 74 報道機関資料提供　１ 「ふるさと工芸教室」の募集について 昭和６０年度 (施)昭60. 5.23
教育委員会総務
課

7302 75 報道機関資料提供　１ 第１回県史編さん委員会の開催について 昭和６０年度 (施)昭60. 5.17
教育委員会総務
課

7302 76 報道機関資料提供　１ 「新着図書連邦」の発行について 昭和６０年度 (施)昭60. 5.17
教育委員会総務
課
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7302 77 報道機関資料提供　１
第25回静岡県特殊学校総合体育大会の開催につい
て

昭和６０年度 (施)昭60. 5.13
教育委員会総務
課

7302 78 報道機関資料提供　１ 昭和60年度　静岡県文化奨励賞受賞式について 昭和６０年度 (施)昭60. 5. 9
教育委員会総務
課

7302 79 報道機関資料提供　１ 教育広報について　No.296 昭和６０年度 (施)昭60. 5. 9
教育委員会総務
課

7302 80 報道機関資料提供　１ 特別整理期間にとともなう休刊のお知らせ 昭和６０年度 (施)昭60. 5. 9
教育委員会総務
課

7302 81 報道機関資料提供　１ 「ことばを大切にする教育」実践事例集 昭和６０年度 (施)昭60. 5. 9
教育委員会総務
課

7302 82 報道機関資料提供　１ 大学入学資格検定について 昭和６０年度 (施)昭60. 4.22
教育委員会総務
課

7302 83 報道機関資料提供　１ 教育委員会定例会の結果について報告 昭和６０年度 (施)昭60. 4.22
教育委員会総務
課

7302 84 報道機関資料提供　１ 教育相談センターだより　４月号 昭和６０年度 (施)昭60. 4.19
教育委員会総務
課

7302 85 報道機関資料提供　１ 工業所有権制度　百周年に際して（発明の日） 昭和６０年度 (施)昭60. 4.19
教育委員会総務
課

7302 86 報道機関資料提供　１ 社会体育の実態調査について 昭和６０年度 (施)昭60. 4. 9
教育委員会総務
課

7302 87 報道機関資料提供　１ 公共スポーツ施設一覧表 昭和６０年度
教育委員会総務
課

7302 88 報道機関資料提供　１
本県児童・生徒の家庭における栄養摂取と食生活
の現状

昭和６０年度 (施)昭60. 4. 4
教育委員会総務
課

7302 89 報道機関資料提供　１ 県史編さん室発足式について 昭和６０年度 (施)昭60. 4. 1
教育委員会総務
課

7303 1 報道機関資料提供　２
「ことばを大切にする教育」標語シートの配布に
ついて

昭和６１年度 (施)昭61. 4. 2
教育委員会総務
課

7303 2 報道機関資料提供　２ 県民ギャラリー・講堂の利用申込受付について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.31
教育委員会総務
課

7303 3 報道機関資料提供　２ 県民文芸第25集について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.29
教育委員会総務
課

7303 4 報道機関資料提供　２
昭和61年度総務庁海外派遣青年の募集に係る資料
提供について

昭和６０年度 (施)昭61. 3.20
教育委員会総務
課

7303 5 報道機関資料提供　２ 教育広報　No.307 昭和６０年度 (施)昭61. 3.29
教育委員会総務
課

7303 6 報道機関資料提供　２ 教育委員会臨時会の結果について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.27
教育委員会総務
課

7303 7 報道機関資料提供　２ 県立美術館　友の会発起人会について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.26
教育委員会総務
課

7303 8 報道機関資料提供　２ グランドピアノ贈呈式について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.26
教育委員会総務
課
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7303 9 報道機関資料提供　２ 教育相談センターだより　No.120 昭和６０年度 (施)昭61. 3.26
教育委員会総務
課

7303 10 報道機関資料提供　２ 秋野不短作絵画贈呈式 昭和６０年度 (施)昭61. 3.26
教育委員会総務
課

7303 11 報道機関資料提供　２ 重要文化財新指定に係る資料提供について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.24
教育委員会総務
課

7303 12 報道機関資料提供　２ 県立美術館コンパニオンのユニホームについて 昭和６０年度 (施)昭61. 3.22
教育委員会総務
課

7303 13 報道機関資料提供　２ 浙江省絵画贈呈式について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.14
教育委員会総務
課

7303 14 報道機関資料提供　２ 第58回選抜高校野球大会の県代表項表敬訪問 昭和６０年度 (施)昭61. 3.14
教育委員会総務
課

7303 15 報道機関資料提供　２ 入学式・始業式等の実施計画について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.14
教育委員会総務
課

7303 16 報道機関資料提供　２ 教育委員会定例会の結果について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.13
教育委員会総務
課

7303 17 報道機関資料提供　２ 県立高校（定時制課程）再募集について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.11
教育委員会総務
課

7303 18 報道機関資料提供　２ 木製ベンチの寄贈について 昭和６０年度 (施)昭61. 3. 8
教育委員会総務
課

7303 19 報道機関資料提供　２ 教育広報　No.306 昭和６０年度 (施)昭61. 3. 8
教育委員会総務
課

7303 20 報道機関資料提供　２ 第３学期末静岡県公立高校「転入学試験」計画 昭和６０年度 (施)昭61. 2.28
教育委員会総務
課

7303 21 報道機関資料提供　２ 県立城北高校通信制課程の入学の手引き 昭和６０年度 (施)昭61. 2.27
教育委員会総務
課

7303 22 報道機関資料提供　２ 教育相談センターだより 昭和６０年度 (施)昭61. 2.27
教育委員会総務
課

7303 23 報道機関資料提供　２ 入学者選抜学力検査問題の配布時刻等について 昭和６０年度 (施)昭61. 2.27
教育委員会総務
課

7303 24 報道機関資料提供　２ 県立美術館彫刻プロムナードの彫刻設置について 昭和６０年度 (施)昭61. 2.25
教育委員会総務
課

7303 25 報道機関資料提供　２ 神明原・元宮川遺跡現地展示会について 昭和６０年度 (施)昭61. 2.21
教育委員会総務
課

7303 26 報道機関資料提供　２ 美術品の搬入について 昭和６０年度 (施)昭61. 2.18
教育委員会総務
課

7303 27 報道機関資料提供　２ 教育広報　No.305 昭和６０年度 (施)昭61. 2. 4
教育委員会総務
課

7303 28 報道機関資料提供　２ 教育相談センターだより　No.118 昭和６０年度 (施)昭61. 1.30
教育委員会総務
課

7303 29 報道機関資料提供　２ 川合遺跡現地説明会の開催について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.30
教育委員会総務
課
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7303 30 報道機関資料提供　２ 文部省の教育モニターの募集について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.28
教育委員会総務
課

7303 31 報道機関資料提供　２ 第25回冬山登山講習会の開催について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.28
教育委員会総務
課

7303 32 報道機関資料提供　２ 県立美術館彫刻プロムナードの彫刻設置について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.22
教育委員会総務
課

7303 33 報道機関資料提供　２
第32回青年の主張全国大会最優秀賞受賞報告につ
いて

昭和６０年度 (施)昭61. 1.17
教育委員会総務
課

7303 34 報道機関資料提供　２ 教育委員会定例会の結果について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.16
教育委員会総務
課

7303 35 報道機関資料提供　２ 第25回県芸術祭授賞式の開催について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.14
教育委員会総務
課

7303 36 報道機関資料提供　２ 清水市立商業高校の優勝報告について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.10
教育委員会総務
課

7303 37 報道機関資料提供　２ 「第32回　文化財防火デー」の実施について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.10
教育委員会総務
課

7303 38 報道機関資料提供　２ 教育広報　No.304 昭和６０年度 (施)昭61. 1.10
教育委員会総務
課

7303 39 報道機関資料提供　２
昭和60年度学校給食優良学校、優良共同調理場等
の表彰について

昭和６０年度 (施)昭60.12.26
教育委員会総務
課

7303 40 報道機関資料提供　２ 静岡県史だより 昭和６０年度 (施)昭60.12.25
教育委員会総務
課

7303 41 報道機関資料提供　２ 教育相談センターだより 昭和６０年度 (施)昭60.12.25
教育委員会総務
課

7303 42 報道機関資料提供　２ 教育委員会の結果について 昭和６０年度 (施)昭60.12.25
教育委員会総務
課

7303 43 報道機関資料提供　２ 日本画の寄贈について 昭和６０年度 (施)昭60.12.23
教育委員会総務
課

7303 44 報道機関資料提供　２
第18回静岡県青年の船出航式及び帰着式と静岡県
青年の船記念集会に関する資料提供について

昭和６０年度 (施)昭60.12.23
教育委員会総務
課

7303 45 報道機関資料提供　２
県芸術祭演劇コンクール・合唱コンクール大会審
査結果について

昭和６０年度 (施)昭60.12.21
教育委員会総務
課

7303 46 報道機関資料提供　２ ２学期終業式、３学期始業式について 昭和６０年度 (施)昭60.12.17
教育委員会総務
課

7303 47 報道機関資料提供　２ 中国浙江省友好書画展開会式について 昭和６０年度 (施)昭60.12.17
教育委員会総務
課

7303 48 報道機関資料提供　２
第18回勤労青少年読書感想コンクールの審査結果
について

昭和６０年度 (施)昭60.12.16
教育委員会総務
課

7303 49 報道機関資料提供　２ 教育広報　No.303 昭和６０年度 (施)昭60.12.16
教育委員会総務
課

7303 50 報道機関資料提供　２ 第17回県高等学校スポーツテスト大会について 昭和６０年度 (施)昭60.12.16
教育委員会総務
課
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7303 51 報道機関資料提供　２ 地域学習ガイド「学びあう窓」の刊行について 昭和６０年度 (施)昭60.12.16
教育委員会総務
課

7303 52 報道機関資料提供　２ 教育委員会委員長の選出について 昭和６０年度 (施)昭60.12.13
教育委員会総務
課

7303 53 報道機関資料提供　２ 中国浙江省書画展県埋蔵文化財展の開催について 昭和６０年度 (施)昭60.12.11
教育委員会総務
課

7303 54 報道機関資料提供　２ 県立高校推薦入学の実施について 昭和６０年度 (施)昭60.12. 5
教育委員会総務
課

7303 55 報道機関資料提供　２ 県史講演会の開催について 昭和６０年度 (施)昭60.12. 5
教育委員会総務
課

7303 56 報道機関資料提供　２ 教育相談センターだより　11月号 昭和６０年度 (施)昭60.12. 3
教育委員会総務
課

7303 57 報道機関資料提供　２ 県スポーツ振興審議会の建議書の提出について 昭和６０年度 (施)昭60.12. 4
教育委員会総務
課

7303 58 報道機関資料提供　２ 県芸術祭文学部門の審査結果について 昭和６０年度 (施)昭60.12. 3
教育委員会総務
課

7303 59 報道機関資料提供　２ 県スポーツ振興審議会の建議について 昭和６０年度 (施)昭60.12. 2
教育委員会総務
課

7303 60 報道機関資料提供　２
２学期末公立高校「転入学試験」実施計画につい
て

昭和６０年度 (施)昭60.12. 2
教育委員会総務
課

7303 61 報道機関資料提供　２ 県芸術祭美術展　第３期展審査結果について 昭和６０年度 (施)昭60.11.28
教育委員会総務
課

7304 1 報道機関記者発表 昭和60年度教育行政の基本方針と主要施策 昭和５９年度 (施)昭60. 3.28
教育委員会総務
課

7304 2 報道機関記者発表 高等学校入学者選抜方法等について 昭和５９年度 (施)昭60. 3.16
教育委員会総務
課

7304 3 報道機関記者発表 県立美術館館蔵品の取得について 昭和５９年度 (施)昭60. 2. 6
教育委員会総務
課

7304 4 報道機関記者発表 教育委員会定例会の報告 昭和５９年度 (施)昭59.12.20
教育委員会総務
課

7304 5 報道機関記者発表 県教育研究奨励賞授与について 昭和５９年度 (施)昭59.12. 7
教育委員会総務
課

7304 6 報道機関記者発表 静岡県立高等学校設置条例の改正について 昭和５９年度 (施)昭59.12.13
教育委員会総務
課

7304 7 報道機関記者発表
昭和60年度静岡県立高等学校入学者選抜実施要領
について

昭和５９年度 (施)昭59.11.13
教育委員会総務
課

7304 8 報道機関記者発表 教育委員会表彰について 昭和５９年度 (施)昭59.11. 7
教育委員会総務
課

7304 9 報道機関記者発表 静岡県指定文化財の指定について 昭和５９年度 (施)昭59.10.25
教育委員会総務
課

7304 10 報道機関記者発表
初代静岡県知事関口隆吉氏関係文書遺品等資料に
ついて

昭和５９年度 (施)昭59. 7.19
教育委員会総務
課
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7304 11 報道機関記者発表 県立美術館館蔵品の取得について 昭和５９年度 (施)昭59. 6. 7
教育委員会総務
課

7304 12 報道機関記者発表
昭和60年度開校田方学区・沼駿学区新設高校の教
育目標等について

昭和５９年度 (施)昭59. 5.25
教育委員会総務
課

7304 13 報道機関記者発表
昭和58年度小中学校の問題行動、公立高等学校生
徒指導、公立高等学校生徒の退学者数

昭和５９年度 (施)昭59. 5.25
教育委員会総務
課

7304 14 報道機関記者発表 昭和60年度新採教員選考試験要項発表 昭和５９年度 (施)昭59. 5.25
教育委員会総務
課

7304 15 報道機関記者発表 教育委員会定例会の報告について 昭和５９年度 (施)昭59. 4.14
教育委員会総務
課

7304 16 報道機関記者発表
昭和59年度静岡県文化奨励賞受賞者の決定につい
て

昭和５９年度 (施)昭59. 4.12
教育委員会総務
課

7305 1 報道機関記者発表 昭和60年度末　教職員人事異動について 昭和６０年度 (施)昭61. 3.20
教育委員会総務
課

7305 2 報道機関記者発表 県指定文化財の指定について 昭和６０年度 (施)昭61. 2.25
教育委員会総務
課

7305 3 報道機関記者発表 東海４県高体連理事会の結果について 昭和６０年度 (施)昭61. 2.24
教育委員会総務
課

7305 4 報道機関記者発表 県立高校入学志願状況について 昭和６０年度 (施)昭61. 2.21
教育委員会総務
課

7305 5 報道機関記者発表 県立美術館館臓品の取得について 昭和６０年度 (施)昭61. 2.10
教育委員会総務
課

7305 6 報道機関記者発表 公立高校の推薦入学志願者数について 昭和６０年度 (施)昭61. 1.22
教育委員会総務
課

7305 7 報道機関記者発表 教育委員会定例会の報告について 昭和６０年度 (施)昭60.12.18
教育委員会総務
課

7305 8 報道機関記者発表 昭和61年度公立高校生徒募集計画について 昭和６０年度 (施)昭60.12.13
教育委員会総務
課

7305 9 報道機関記者発表 一時急増期間の高校進学者受入れについて 昭和６０年度 (施)昭60.12.13
教育委員会総務
課

7305 10 報道機関記者発表 静岡県教育研究奨励賞授与式 昭和６０年度 (施)昭60.12.13
教育委員会総務
課

7305 11 報道機関記者発表 国の無形民俗文化財の選択答申について 昭和６０年度 (施)昭60.12.10
教育委員会総務
課

7305 12 報道機関記者発表
県立美術館彫刻プロムナードの彫刻作品の決定に
ついて

昭和６０年度 (施)昭60.11. 6
教育委員会総務
課

7305 13 報道機関記者発表 静岡県立学校設置条例の改正について 昭和６０年度 (施)昭60.11.15
教育委員会総務
課

7305 14 報道機関記者発表 昭和60年度県教育委員会特別表彰受賞者について 昭和６０年度 (施)昭60.11. 9
教育委員会総務
課

7305 15 報道機関記者発表 昭和60年度県立高校入学者選抜の実施について 昭和６０年度 (施)昭60.11. 9
教育委員会総務
課
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7305 16 報道機関記者発表 県指定文化財の指定について 昭和６０年度 (施)昭60.10.23
教育委員会総務
課

7305 17 報道機関記者発表 入試調査会議第三次報告について 昭和６０年度 (施)昭60.10.11
教育委員会総務
課

7305 18 報道機関記者発表 県立美術館館蔵品の取得について 昭和６０年度 (施)昭60. 6.22
教育委員会総務
課

7305 19 報道機関記者発表 昭和59年度小・中・高等学校の問題行動について 昭和６０年度 (施)昭60. 5.28
教育委員会総務
課

7305 20 報道機関記者発表 昭和61年度教員採用選考試験について 昭和６０年度 (施)昭60. 5.17
教育委員会総務
課

7305 21 報道機関記者発表
昭和60年度静岡県文化奨励賞受賞者の決定につい
て

昭和６０年度 (施)昭60. 4.18
教育委員会総務
課

7306 1 定期監査・決算審査資料 昭和59年度定期監査・決算審査資料 昭和５９年度 義務教育課

7307 1 監査関係 昭和60年度　予備審査（監査）について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.10 義務教育課

7307 2 監査関係 繰越額及び不要額調等 昭和６０年度 (起)昭60. 6.29 義務教育課

7307 3 監査関係 昭和60年度における定期監査資料の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.21
(決)昭60. 6.21
(施)昭60. 6.21

義務教育課

7308 1 教科用図書選定審議会 第２回教科用図書選定審議会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5. 9
(施)昭60. 5. 9

義務教育課

7308 2 教科用図書選定審議会 第３回教科用図書選定審議会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.15
(決)昭60. 6.18
(施)昭60. 6.18

義務教育課

7308 3 教科用図書選定審議会 第４回教科用図書選定審議会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.10
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.19

義務教育課

7308 4 教科用図書選定審議会
第４回教科用図書選定審議会における教育次長の
あいさつについて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.10
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.19

義務教育課

7308 5 教科用図書選定審議会
昭和60年度静岡県教科用図書選定審議会の選定及
び第１回選定審議会の開催について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 6
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

義務教育課

7308 6 教科用図書選定審議会
教科用図書選定審議会における教育長あいさつに
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 6
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

義務教育課

7309 1 教科用図書採択指導委員会 第３回教科用図書採択指導委員会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.15
(決)昭60. 6.18
(施)昭60. 6.18

義務教育課

7309 2 教科用図書採択指導委員会 第２回教科用図書採択指導委員会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.10
(決)昭60. 5.13
(施)昭60. 5.13

義務教育課

7309 3 教科用図書採択指導委員会
昭和60年度第１回教科用図書採択指導委員会の開
催について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

義務教育課

7310 1 教科書採択報告
昭和61年度における学校教育法第107条による一
般図書の需要数の報告について

昭和６０年度 (収)昭60.12.12
文部省所等中等
教育局

7310 2 教科書採択報告 教科書採択事務処理状況調査について 昭和６０年度
(起)昭60.10.28
(決)昭60.10.31
(施)昭60.10.31

義務教育課
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7310 3 教科書採択報告 昭和61年度使用教科書の採択事務処理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 9
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.30

義務教育課

7310 4 教科書採択報告
昭和61年度使用教科書の採択事務処理について
（報告）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.17 義務教育課

7310 5 教科書採択報告
昭和61年度使用教科書の採択事務処理について
（報告）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.17
(決)昭60. 9. 1
(施)昭60. 9. 1

義務教育課

7310 6 教科書採択報告
昭和61年度使用小学校用教科書の採択状況につい
て（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.29
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7. 2

義務教育課

7310 7 教科書採択報告
昭和61年度使用小学校用教科書の採択状況につい
て（報告）

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8. 9

義務教育課

7310 8 教科書採択報告 昭和61年度使用教科書の採択について（通知） 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 8
文部省所等中等
教育局

7311 1 教科書展示会・採択事務取扱要領
昭和62年度使用教科用図書展示会採択事務取扱要
領

昭和６２年度
静岡県教育委員
会

7311 2 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和61年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和６１年度
静岡県教育委員
会

7311 3 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和60年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和６０年度
静岡県教育委員
会

7311 4 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和59年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５９年度
静岡県教育委員
会

7311 5 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和58年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５８年度
静岡県教育委員
会

7311 6 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和57年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５７年度
静岡県教育委員
会

7311 7 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和56年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５６年度
静岡県教育委員
会

7311 8 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和55年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５５年度
静岡県教育委員
会

7311 9 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和54年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５４年度
静岡県教育委員
会

7311 10 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和53年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５３年度
静岡県教育委員
会

7311 11 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和52年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５２年度
静岡県教育委員
会

7311 12 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和51年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５１年度
静岡県教育委員
会

7311 13 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和50年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和５０年度
静岡県教育委員
会

7311 14 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和49年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和４９年度
静岡県教育委員
会

7311 15 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和48年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和４８年度
静岡県教育委員
会
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7311 16 教科書展示会・採択事務取扱要領 昭和47年度使用教科書展示会採択事務取扱要領 昭和４７年度
静岡県教育委員
会

7312 1 国際青年年（No.１）
「国際青年年オープニング」への出席者の派遣に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.12. 7
(決)昭59.12. 8
(施)昭59.12. 8

婦人青少年課

7312 2 国際青年年（No.１） 復命書（ＩＹＹ事業打合会） 昭和５９年度 (起)昭59.11.13 婦人青少年課

7312 3 国際青年年（No.１） 復命書（ＩＹＹ実行委員会設立打合会） 昭和５９年度 (起)昭59.12.12 婦人青少年課

7312 4 国際青年年（No.１） 第１回静岡県国際青年年推進実行委員会について 昭和６０年度 (起)昭60. 4. 8 婦人青少年課

7312 5 国際青年年（No.１） 国際青年年の啓発用ポスターの作成について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.30
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 5

婦人青少年課

7312 6 国際青年年（No.１）
国際青年年アイドルキャラクター記念品普及につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.28
(施)昭60. 2.28

婦人青少年課

7312 7 国際青年年（No.１）
青少年国際交流振興に関する連絡会議への出席者
の派遣について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.12
(決)昭60. 2.14
(施)昭60. 2.14

婦人青少年課

7312 8 国際青年年（No.１）
青少年国際交流振興に関する連絡会議の開催につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 8
(決)昭60. 2. 8
(施)昭60. 2. 8

婦人青少年課

7312 9 国際青年年（No.１）
都道府県・指定都市の昭和60年度青少年国際交流
事業の実施予定について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 4
(決)昭60. 2. 6
(施)昭60. 2. 6

婦人青少年課

7312 10 国際青年年（No.１） 復命書（国際青年年オープニンク゜） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.16 婦人青少年課

7312 11 国際青年年（No.１）
国際青年年を迎えての内閣総理大臣のメッセージ
について

昭和５９年度 (起)昭60. 1.14 婦人青少年課

7312 12 国際青年年（No.１）
昭和60年度青少年国際交流事業の実施予定につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 1.14
(決)昭60. 1.17
(施)昭60. 1.17

婦人青少年課

7312 13 国際青年年（No.１）
国際青年年のしおり及びリーフレットの配布につ
いて

昭和５９年度 (起)昭60. 1. 9 婦人青少年課

7312 14 国際青年年（No.１） 国際青年年啓発ポスターの配布について 昭和５９年度
(起)昭59.12.25
(決)昭59.12.26
(施)昭59.12.26

婦人青少年課

7312 15 国際青年年（No.１）
静岡県国際青年年にかかわる啓発資料の作成につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59.12. 7 婦人青少年課

7312 16 国際青年年（No.１） 国際青年年事業への取組みについて 昭和５９年度
(起)昭59.12. 8
(決)昭59.12.10
(施)昭59.12.10

婦人青少年課

7312 17 国際青年年（No.１） 国際青年年事業推進状況について 昭和５９年度 (収)昭59.10.24
京都府福祉部青
少年婦人課長

7312 18 国際青年年（No.１） 全国青年シンポジウム‘84の参加申込について 昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.31

婦人青少年課

7312 19 国際青年年（No.１） 国際青年年事業推進スローガンについて 昭和５９年度
(起)昭59.10.15
(決)昭59.10.15
(施)昭59.10.16

婦人青少年課

7312 20 国際青年年（No.１）
「全国青年シンポジウム‘84」の開催と参加者の
推薦について

昭和５９年度 (収)昭59.10. 8
青少年育成国民
会議会長
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7312 21 国際青年年（No.１）
昭和59年度都道府県・指定都市青少年対策主管課
（室）長会議出席者等について

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 7
(決)昭59. 9.10
(施)昭59. 9.11

婦人青少年課

7312 22 国際青年年（No.１） 国際青年年事業の推進方針等について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 8. 1
(施)昭59. 8. 8

婦人青少年課

7312 23 国際青年年（No.１） 「国際青年年」事業計画について 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 1
福井県企画開発
部青少年婦人課
長

7313 1 国際青年年（No.２）
都道府県・指定都市における青少年国際交流事業
の実施計画及び実施状況について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.12
総務庁青少年対
策本部

7313 2 国際青年年（No.２）
「ＩＹＹ国際青年の村」日本参加青年の推薦につ
いて（伺い）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.25 婦人青少年課

7313 3 国際青年年（No.２）
「ＩＹＹ国際青年の村」日本参加青年の募集につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.11
(決)昭60. 5.14
(施)昭60. 5.14

婦人青少年課

7313 4 国際青年年（No.２）
国際青年年記念論文募集用資料・全国一斉キャン
ペーン活動用資料の送付について

昭和６０年度 (起)昭60. 5. 2 婦人青少年課

7313 5 国際青年年（No.２）
国際青年年事業啓発の懸垂幕等の作成依頼につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 5.14
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

婦人青少年課

7313 6 国際青年年（No.２）
‘85国際青年年中央記念式典「21世紀へ躍動の祭
典」一般参加募集ポスター及び同チラシの送付に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 5.21 婦人青少年課

7313 7 国際青年年（No.２）
‘85国際青年年中央記念式典「21世紀へ躍動の祭
典」参加者名簿の提出について

昭和６０年度 (起)昭60. 6.15 婦人青少年課

7313 8 国際青年年（No.２）
‘85国際青年年中央記念式典「21世紀へ躍動の祭
典」参加募集要領及び参加者名簿用紙の送付につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.21
(決)昭60. 5.21
(施)昭60. 5.23

婦人青少年課

7313 9 国際青年年（No.２） 国際青年年キャンペーン活動の報告について 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6.10
(施)昭60. 6.10

婦人青少年課

7313 10 国際青年年（No.２）
国際青年年中央記念式典へのキャンペーン活動従
事者の参加について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.17
(施)昭60. 6.17

婦人青少年課

7313 11 国際青年年（No.２） 「国際青年の村」日本参加青年の決定について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.27
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.29

婦人青少年課

7313 12 国際青年年（No.２） 立て看板の掲示について（申請） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.27
(施)昭60. 7. 1

婦人青少年課

7313 13 国際青年年（No.２）
国際青年年関係事業調べの送付について（うかが
い）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(施)昭60. 7. 1

婦人青少年課

7313 14 国際青年年（No.２）
「今後の日本における青年の役割と課題」及び国
際青年年ニュースNo.２の送付について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.19
(決)昭60. 6.20
(施)昭60. 6.20

婦人青少年課

7313 15 国際青年年（No.２）
‘85国際青年年（ＩＹＹ）記念ネクタイピンの販
売について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 4
(決)昭60. 7. 5

婦人青少年課

7313 16 国際青年年（No.２）
国際青年年中央記念式典「21世紀へ躍動の祭典」
について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.15

婦人青少年課

7313 17 国際青年年（No.２） 復命書（‘85国際青年年中央記念式典） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.22 婦人青少年課
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7313 18 国際青年年（No.２）
静岡県国際青年年推進実行委員会役員会の開催に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 9. 2
静岡県国際青年
年推進実行委員
会会長

7314 1 国際青年年（No.３）
「国際青年年ニュースNo.３」及び「リーフセッ
ト」の送付について

昭和６０年度 (起)昭60. 9.10 婦人青少年課

7314 2 国際青年年（No.３） 復命書（国際青年年実行委員会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 1 婦人青少年課

7314 3 国際青年年（No.３） 復命書（国際青年年推進実行委員会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.14 婦人青少年課

7314 4 国際青年年（No.３）
復命書（第１回静岡県国際青年年推進実行委員
会）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.29 婦人青少年課

7314 5 国際青年年（No.３）
国際青年年時事業の取り組み状況について（回
答）

昭和６０年度 (起)昭60.10. 1 婦人青少年課

7314 6 国際青年年（No.３）
「国際青年シンポジューム‘85」の開催と参加者
への推薦について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60.10.24
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

婦人青少年課

7314 7 国際青年年（No.３）
「中央青年フォーラム」に係る青年団体・グルー
プサークル活動の調査について（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60.10.24
(決)昭60.10.25
(施)昭60.10.25

婦人青少年課

7314 8 国際青年年（No.３）
国際青年年静岡県記念大会に伴う［交通規制要望
書］及び「道路使用許可申請書」の提出について
（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60.11. 2 婦人青少年課

7314 9 国際青年年（No.３）
「中央青年フォーラム」への出席者の派遣につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.11.12
(決)昭60.11.12
(施)昭60.11.13

婦人青少年課

7314 10 国際青年年（No.３） 「中央青年フォーラム」への青年の参加について 昭和６０年度
(起)昭60.11.12
(決)昭60.11.12
(施)昭60.11.13

婦人青少年課

7314 11 国際青年年（No.３）
国際青年年静岡県縦断市町村訪問キャンペーン事
業への協力依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9.19

婦人青少年課

7314 12 国際青年年（No.３）
国際青年年静岡県縦断市町村訪問キャンペーン事
業への協力依頼について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.29 婦人青少年課

7314 13 国際青年年（No.３）
国際青年年静岡県縦断市町村訪問キャンペーン事
業の実施について

昭和６０年度 (起)昭60.11.18 婦人青少年課

7314 14 国際青年年（No.３） 復命書（第３回ＩＹＹ実行委員会） 昭和６０年度 (起)昭60.11.14 婦人青少年課

7314 15 国際青年年（No.３） 駐車場等の借用について（うかがい） 昭和６０年度 (起)昭60.11.15 婦人青少年課

7314 16 国際青年年（No.３） 国際青年年功労者表彰について（うかがい） 昭和６０年度 (起)昭60.10.30 婦人青少年課

7314 17 国際青年年（No.３） 復命書（ＩＹＹ中央青年フォーラム） 昭和６０年度 (起)昭60.11.25 婦人青少年課

7314 18 国際青年年（No.３）
復命書（国際青年年県下縦断市町村訪問キャン
ペーン）

昭和６０年度 (起)昭60.11.25 婦人青少年課

7314 19 国際青年年（No.３） 青年フォーラム実施状況の報告について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.23
(決)昭60. 9. 2
(施)昭60. 9. 2

婦人青少年課
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7314 20 国際青年年（No.３）
国際青年年記念功労者表彰被表彰団体の決定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.12.11
(決)昭60.12.11
(施)昭60.12.11

婦人青少年課

7314 21 国際青年年（No.３）
国際青年年記念功労者表彰被表彰団体の決定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.12. 9
(決)昭60.12. 9
(施)昭60.12. 9

婦人青少年課

7314 22 国際青年年（No.３） 「情報カタログ」の作成に係る協力依頼について 昭和６０年度
(起)昭60.12.16
(決)昭60.12.17
(施)昭60.12.20

婦人青少年課

7314 23 国際青年年（No.３） 国際青年年事業の推進状況について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.13

婦人青少年課

7314 24 国際青年年（No.３）
昭和60年度「青少年国際交流担当者研修会」開催
に係る参加者の推薦について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.17
(決)昭61. 1.17
(施)昭61. 1.17

婦人青少年課

7314 25 国際青年年（No.３）
都道府県・指定都市の昭和61年度青少年国際交流
事業の実施予定について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.28
(決)昭61. 1.29
(施)昭61. 1.29

婦人青少年課

7314 26 国際青年年（No.３）
青少年国際交流振興に関する連絡会議の開催につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 3
(決)昭61. 2. 3
(施)昭61. 2. 3

婦人青少年課

7314 27 国際青年年（No.３） 国際青年年記念事業実施報告書の作成について 昭和６０年度 (起)昭61. 3.13 婦人青少年課

7314 28 国際青年年（No.３） 国際青年年事業推進会議の決議について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.23
(施)昭61. 4.23

婦人青少年課

7315 1 国際青年年（予算）
昭和60年度国際青年年事業推進費補助金の額の確
定通知

昭和６１年度 (収)昭61. 5.31 総務庁長官

7315 2 国際青年年（予算）
昭和60年度国際青年年事業推進費補助金に係る実
績報告の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 7
(決)昭61. 4. 9
(施)昭61. 4. 9

婦人青少年課

7315 3 国際青年年（予算） 国際青年年のしおり 昭和６０年度 総務庁

7315 4 国際青年年（予算）
国際青年年事業推進費補助金に係る経費の配分変
更承認申請書について

昭和６０年度
(起)昭60.10.23
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 9

婦人青少年課

7315 5 国際青年年（予算）
昭和60年度国際青年年事業推進費補助金の交付決
定予定額の内示について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.18
総務庁青少年対
策本部次長

7315 6 国際青年年（予算）
国際青年年事業推進費補助金交付申請書の送付に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.14
(決)昭60. 5.14
(施)昭60. 5.14

婦人青少年課

7315 7 国際青年年（予算） 国際青年年事業推進費補助金交付要綱 昭和６０年度 総務庁

7315 8 国際青年年（予算）
昭和60年度国際青年年事業推進費補助金の事業計
画書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.21
(決)昭60. 2.25
(施)昭60. 2.26

婦人青少年課

7316 1 県指定釣月院本堂保存修理
昭和55年度文化財保存費補助金（県指定有形文化
財釣月院本堂保存修理事業）の額の確定について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

文化課

7316 2 県指定釣月院本堂保存修理 文化財保存費補助金の交付決定について 昭和５５年度
(起)昭55.12.11
(決)昭55.12.19
(施)昭55.12.19

文化課

7317 1
指定文化財保存事業費補助金（三
保松原）

昭和60年度文化財保存事業費補助金（名勝三保松
原保存修理事業）の請求書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.14
(施)昭61. 3.14

文化課

7317 2
指定文化財保存事業費補助金（三
保松原）

昭和60年度文化財関係国庫補助金（国指定名勝三
保松原保存修理事業）の額の確定について

昭和６０年度
(起)昭61. 2. 8
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.18

文化課
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7317 3
指定文化財保存事業費補助金（三
保松原）

昭和60年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.20
(決)昭60. 7.23
(施)昭60. 7.23

文化課

7318 1
指定文化財保存事業費補助金（神
部神社浅間神社本殿）

昭和60年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社本殿ほか６棟保存修理）の額の
確定について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

文化課

7318 2
指定文化財保存事業費補助金（神
部神社浅間神社本殿）

昭和60年度文化財保存事業（重要文化財（建造
物）神部神社浅間神社本殿他６棟保存修理）の計
画変更について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

文化課

7318 3
指定文化財保存事業費補助金（神
部神社浅間神社本殿）

昭和60年度重要文化財神部神社・浅間神社本殿ほ
か６棟保存修理事業計画変更承認申請について

昭和６０年度
(起)昭60.12.18
(決)昭60.12.20
(施)昭60.12.20

文化課

7318 4
指定文化財保存事業費補助金（神
部神社浅間神社本殿）

昭和60年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社本殿ほか６棟保存修理事業）補助金の
概算払について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 3
(決)昭60.12. 4
(施)昭60.12. 4

文化課

7318 5
指定文化財保存事業費補助金（神
部神社浅間神社本殿）

昭和60年度文化財保存事業費（重要文化財神部神
社浅間神社本殿ほか６棟保存修理事業）補助金の
概算払について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8. 9

文化課

7318 6
指定文化財保存事業費補助金（神
部神社浅間神社本殿）

昭和60年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.17
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.19

文化課

7318 7
指定文化財保存事業費補助金（神
部神社浅間神社本殿）

昭和60年度文化財保存事業費補助金（重要文化財
神部神社浅間神社本殿ほか６棟保存修理事業）申
請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.16
(決)昭60. 5.18
(施)昭60. 5.18

文化課

7319 1
指定文化財保存事業費補助金（韮
山反射炉）

昭和60年度文化財保存事業費補助金（史跡韮山反
射炉保存修理事業）の額の確定について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

文化課

7319 2
指定文化財保存事業費補助金（韮
山反射炉）

史跡韮山反射炉保存修理事業計画変更承認申請書
について

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

文化課

7319 3
指定文化財保存事業費補助金（韮
山反射炉）

昭和60年度文化財保存事業費補助金交付決定につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.20
(決)昭60. 7.23
(施)昭60. 7.23

文化課

7320 1 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57.12. 2 熱海市

7320 2 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57.12. 2 熱海市

7320 3 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57.12. 2 熱海市

7320 4 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

川根衛生施設組
合

7320 5 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7.13 静岡市

7320 6 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 8.26 浜松市

7320 7 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 8.28 沼津市

7320 8 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.31 清水市
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7320 9 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5. 7 三島市

7320 10 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5. 7 三島市

7320 11 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.19 富士宮市

7320 12 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 6.22 伊東市

7320 13 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 6. 4 島田市

7320 14 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.31 富士市

7320 15 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書について（提出）

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 磐田市

7320 16 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 2 焼津市

7320 17 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 6. 3 掛川市

7320 18 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 7 藤枝市

7320 19 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.10 藤枝市

7320 20 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 1 袋井市

7320 21 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.23 天竜市

7320 22 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.24 下田市

7320 23 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4.28 裾野市

7320 24 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4.28 裾野市

7320 25 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 湖西市

7320 26 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.25 河津町

7320 27 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4.27 松崎町

7320 28 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.16 西伊豆町

7320 29 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 2 賀茂村
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7320 30 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.12 伊豆長岡町

7320 31 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.23 修善寺町

7320 32 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 土肥町

7320 33 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 3 戸田村

7320 34 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 3 戸田村

7320 35 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 3 戸田村

7320 36 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 3 戸田村

7320 37 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.15 韮山町

7320 38 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 大仁町

7320 39 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 大仁町

7320 40 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 2 天城湯ヶ島町

7320 41 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.18 長泉町

7320 42 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.18 長泉町

7320 43 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.18 長泉町

7320 44 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 6 芝川町

7320 45 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 蒲原町

7320 46 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.14 岡部町

7320 47 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.14 岡部町

7320 48 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.14 岡部町

7320 49 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.31 御前崎町

7320 50 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.31 御前崎町
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7320 51 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.18 榛原町

7320 52 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 6. 3 吉田町

7320 53 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 川根町

7320 54 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.24 大須賀町

7320 55 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 小笠町

7320 56 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.15 菊川町

7320 57 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.31 春野町

7320 58 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５６年度 (収)昭57. 3.18 浅羽町

7320 59 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 7 福田町

7320 60 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7.30 豊岡村

7320 61 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7.12 佐久間町

7320 62 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7.12 佐久間町

7320 63 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7.12 佐久間町

7320 64 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4.20 可美村

7320 65 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.22 引佐町

7320 66 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 5 三ヶ日町

7320 67 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 7
磐南厚生施設組
合管理者

7320 68 市町村振興資金完了実績報告
昭和56年度市町村振興資金貸付対象事業完成報告
書

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 5
共立菊川病院組
合管理者

7321 1 決算統計検収調査 決算統計検収時指摘事項に対する回答について 昭和６０年度 (起)昭60. 8.29 市町村課

7321 2 決算統計検収調査
昭和59年度市町村財政状況調査に係る検収調書の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.20
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.23

市町村課

7321 3 決算統計検収調査 昭和58年度市町村財政の状況の印刷について 昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.12.14
(施)昭59.12.15

市町村課

402 ページ



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

7321 4 決算統計検収調査
昭和58年度市町村普通会計決算の記者発表（資料
提供）について

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 7 市町村課

7321 5 決算統計検収調査
昭和58年度市町村財政状況調査に係る検収調書に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.20
(決)昭59. 8.21
(施)昭59. 8.23

市町村課

7321 6 決算統計検収調査
昭和57年度市町村財政状況調査に係る検収調書の
提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.23
(決)昭58. 8.24
(施)昭58. 8.25

市町村課

7322 1
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

理事会及び総会の開催について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.18
静岡県コミュニ
ティづくり推進
協議会会長

7322 2
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

昭和60年度「コミュニティのつどい」の開催につ
いて

昭和６０年度 (収)昭61. 1.16
静岡県コミュニ
ティづくり推進
協議会会長

7322 3
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

コミュニティ・カルテ活動モデル地区に係わる打
合せ会及び実践リーダー研修会の開催について

昭和６０年度 (収)昭61. 1.13
静岡県コミュニ
ティづくり推進
協議会会長

7322 4
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

「県民と知事と話し合う会」にかかる意見・提言
について（回答）

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 9
(施)昭61. 1. 9

地域振興課

7322 5
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

事案処理簿（コミュニティ先進地の視察研修） 昭和６０年度 (起)昭60.10.29 地域振興課

7322 6
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

昭和60年度第１回理事会の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.24
静岡県コミュニ
ティづくり推進
協議会会長

7322 7
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

事案処理簿（コミュニティ静岡19号編集会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.20 地域振興課

7322 8
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

昭和60年度　コミュニティ推進事業案内 昭和６０年度
静岡県コミュニ
ティづくり推進
協議会

7322 9
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

コミュニティ・カルテ活動モデル地区育成事業の
協力依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.10
(決)昭60. 6.10
(施)昭60. 6.10

地域振興課

7322 10
コミュニティづくり推進協議会一
般事業

静岡県後援について 昭和６０年度
(起)昭60.12.18
(決)昭60.12.19
(施)昭60.12.19

地域振興課

7323 1
辺地に係る総合整備計画実績報告
書

過疎地域振興計画及び辺地総合整備計画に係る昭
和60年度実績報告について

昭和６１年度 地域振興課

7324 1
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年２月県議会定例会　知事説明要旨 昭和５６年度 静岡県

7324 2
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年６月県議会定例会　知事説明要旨 昭和５６年度 静岡県

7324 3
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年９月県議会定例会　知事説明要旨 昭和５６年度 静岡県

7324 4
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年11月県議会定例会　知事説明要旨 昭和５６年度 静岡県

7324 5
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年２月県議会定例会　総務部長説明要旨 昭和５６年度 静岡県
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7324 6
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年６月県議会定例会　部局長説明要旨 昭和５６年度 静岡県

7324 7
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年９月県議会定例会　部局長説明要旨 昭和５６年度 静岡県

7324 8
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年11月県議会定例会　部局長説明要旨 昭和５６年度 静岡県

7324 9
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年２月県議会定例会議案説明書 昭和５６年度 総務部

7324 10
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年６月県議会定例会議案説明書 昭和５６年度 静岡県

7324 11
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年６月県議会定例会議案説明書 昭和５６年度 静岡県

7324 12
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年９月県議会定例会議案説明書 昭和５６年度 総務部

7324 13
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年11月県議会定例会議案説明書 昭和５６年度 静岡県

7324 14
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和57年２月県議会定例会議案説明書 昭和５６年度 総務部

7324 15
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年度予算の説明　昭和56年２月 昭和５６年度 総務部

7324 16
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年度予算の説明　（９月補正予算分） 昭和５６年度 総務部

7324 17
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年２月県議会資料 昭和５６年度 学事文書課

7324 18
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年６月県議会資料 昭和５６年度 学事文書課

7324 19
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年９月県議会資料 昭和５６年度 学事文書課

7324 20
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年11月県議会資料 昭和５６年度 学事文書課

7324 21
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年６月県議会資料 昭和５６年度 私学振興室

7324 22
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年９月県議会資料 昭和５６年度 私学振興室

7324 23
昭和56年度県議会資料、予算説
明、県議会説明要旨など

昭和56年11月県議会資料 昭和５６年度 私学振興室

7325 1
市町村消防施設等整備費補助事業
実績報告書（浜松市）

昭和56年度　市町村消防施設等整備費補助にかか
る補助事業実績報告書

昭和５６年度 消防防災課

7326 1
市町村消防施設等整備費補助事業
実績報告書（福田町）

昭和56年度　市町村消防施設等整備費補助にかか
る補助事業実績報告書

昭和５６年度 消防防災課

7327 1
市町村消防施設等整備費補助事業
実績報告書（伊東市）

唱和56年度市町村消防施設等整備費補助に係る補
助費事業実績報告書

昭和５６年度 (収)昭56.12.11 伊東市
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7328 1 消防法条例改正 消防吏員及び常勤の消防団員の勤務時間について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 4.22
(施)昭56. 4.22

消防防災課

7328 2 消防法条例改正
消防法施行令第44条第３項の施行に伴う救急隊員
の教育訓練の推進について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.29
(決)昭57. 2. 2
(施)昭57. 2. 2

消防防災課

7328 3 消防法条例改正
救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等
以上の学識経験を有する者を定める告示について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.29
(施)昭57. 1.29

消防防災課

7328 4 消防法条例改正
消防法施行規則の一部を改正する省令の公布等に
ついて（通知）

昭和５６年度
(起)昭56.12.21
(決)昭56.12.23
(施)昭56.12.23

消防防災課

7328 5 消防法条例改正
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める
政令及び市町村消防団員等公務災害補償条例準則
の一部改正について（通知）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 5
(施)昭56.12. 7

消防防災課

7328 6 消防法条例改正
非常勤消防団員等の公務災害補償に関する小口資
金の貸付を受けるための措置について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 2
(決)昭56.11. 8
(施)昭56.11. 9

消防防災課

7328 7 消防法条例改正
年金たる損害補償等の額の端数処理の方法につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 7
(決)昭56. 7. 9
(施)昭56. 7. 9

消防防災課

7328 8 消防法条例改正
消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定
める告示の一部改正について（通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 8
(決)昭56. 6. 9
(施)昭56. 6.10

消防防災課

7328 9 消防法条例改正
「障害等級の決定について」及び「廃疾等級の決
定について」の一部改正について（通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.15
(決)昭56. 5.19

消防防災課

7328 10 消防法条例改正

非常勤消防団員に係る損害補償の基準を定める政
令の一部を改正する政令及び消防団員公務災害補
償共済基金法施行令の一部を改正する政令並びに
市町村消防団員等公務災害補償条例準則の一部改
正について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.14
(決)昭56. 4.22
(施)昭56. 4.22

消防防災課

7329 1 救助活動等の調査 救助活動等の調査について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 5.16
(決)昭56. 5.18
(施)昭56. 5.18

消防防災課

7330 1 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　龍山村 昭和５６年度

7330 2 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　浜松市 昭和５６年度

7330 3 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　静岡市 昭和５６年度

7330 4 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　清水市 昭和５６年度

7330 5 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　沼津市 昭和５６年度

7330 6 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　富士市 昭和５６年度

7330 7 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　焼津市 昭和５６年度

7330 8 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　藤枝市 昭和５６年度
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7330 9 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　三島市 昭和５６年度

7330 10 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　浜北市 昭和５６年度

7330 11 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　伊東市 昭和５６年度

7330 12 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　掛川市 昭和５６年度

7330 13 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　熱海市 昭和５６年度

7330 14 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　裾野市 昭和５６年度

7330 15 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　下田市 昭和５６年度

7330 16 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　天竜市 昭和５６年度

7330 17 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　長泉町 昭和５６年度

7330 18 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　磐田市他 昭和５６年度

7330 19 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　富士宮市他 昭和５６年度

7330 20 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　田方地区 昭和５６年度

7330 21 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　島田市他 昭和５６年度

7330 22 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　御殿場市他 昭和５６年度

7330 23 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　袋井市他 昭和５６年度

7330 24 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　小笠地区 昭和５６年度

7330 25 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　相良町他 昭和５６年度

7330 26 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　湖西市他 昭和５６年度

7330 27 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　引佐郡 昭和５６年度

7330 28 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　吉田町他 昭和５６年度

7330 29 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　庵原地区 昭和５６年度
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7330 30 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　西伊豆 昭和５６年度

7330 31 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　佐久間町 昭和５６年度

7330 32 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　春野町 昭和５６年度

7330 33 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　川根町 昭和５６年度

7330 34 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　水窪町 昭和５６年度

7330 35 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　戸田村 昭和５６年度

7330 36 救急業務実施状況調 救急業務実施状況調　本川根町 昭和５６年度

7331 1 伯国静岡県人会会報
伯国静岡県人会会報（第１号～第16号、第３号
欠）

昭和５６年度
～

昭和６０年度

7332 1 電子計算組織運営委員会
第20回電子計算組織運営委員会の開催について
（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59.10.24
(決)昭59.10.25
(施)昭59.10.25

情報管理課

7332 2 電子計算組織運営委員会 新規適用業務等の検討結果について（通知） 昭和５９年度
(起)昭59.10.31
(決)昭59.11. 1
(施)昭59.11. 1

情報管理課

7332 3 電子計算組織運営委員会
第18回電子計算組織運営委員会の開催について
（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 7.27
(施)昭59. 7.28

情報管理課

7332 4 電子計算組織運営委員会
第19回電子計算組織運営委員会の開催について
（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 8
(決)昭59. 9. 8
(施)昭59. 9.10

情報管理課

7332 5 電子計算組織運営委員会 新規適用業務の検討結果について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 7

情報管理課

7332 6 電子計算組織運営委員会
第21回電子計算組織運営委員会の開催について
（伺い）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.18
(決)昭60. 3.20
(施)昭60. 3.20

情報管理課

7332 7 電子計算組織運営委員会
昭和60年度オフィスコンピュータ機器導入計画の
変更について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 1
(決)昭60. 2.22

企画調査課

7332 8 電子計算組織運営委員会 第20回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 1
(決)昭59.11.12

情報管理課

7333 1 電子計算組織運営委員会議事録 第18回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8.13

情報管理課

7333 2 電子計算組織運営委員会議事録 第19回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.17
(決)昭59. 9.28

情報管理課

7333 3 電子計算組織運営委員会議事録 第21回電子計算組織運営委員会議事録について 昭和６０年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 4. 1

情報管理課

7334 1 昭和58年度電算化推進協議会
昭和59年度電算処理業務開発計画にかかる事務打
合せについて

昭和５８年度 (起)昭58. 7.26 電子計算課

7334 2 昭和58年度電算化推進協議会
コンピュータを主体としたＯＡの推進について
（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.25
(施)昭58. 5.25

電子計算課
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7334 3 昭和58年度電算化推進協議会 電算化業務開発計画等の策定について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.29
(決)昭58. 8.31

電子計算課

7334 4 昭和58年度電算化推進協議会 各部局電算化推進担当者の研修について（依頼） 昭和５８年度
(起)昭59. 1.19
(決)昭59. 1.31

電子計算課

7334 5 昭和58年度電算化推進協議会 電算化推進協議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.30
(決)昭58. 9.30
(施)昭58. 9.30

電子計算課

7334 6 昭和58年度電算化推進協議会 ＯＡ推進のための研修の実施について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.20
(決)昭58. 7.22
(施)昭58. 7.23

電子計算課

7334 7 昭和58年度電算化推進協議会 電算化開発候補業務の選定について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 4
(決)昭58. 7. 4

電子計算課

7334 8 昭和58年度電算化推進協議会 ＯＡ講演会の出席について（依頼） 昭和５８年度
(起)昭58. 6.27
(決)昭58. 6.28

電子計算課

7334 9 昭和58年度電算化推進協議会 第１回電算化推進協議会議事録について（報告） 昭和５８年度 (起)昭58. 6.22 電子計算課

7334 10 昭和58年度電算化推進協議会 第１回電算化推進協議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6.10
(施)昭58. 6.11

電子計算課

7335 1 昭和59年度電算化推進協議会 電算化推進協議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 1
(決)昭59.10.17
(施)昭59.10.17

情報管理課

7335 2 昭和59年度電算化推進協議会 電算処理業務開発（改善）計画について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 7.28

情報管理課

7335 3 昭和59年度電算化推進協議会 電子計算組織利用計画の策定について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.15
(決)昭59. 6.16
(施)昭59. 6.19

情報管理課

7335 4 昭和59年度電算化推進協議会
各部局電算化推進担当者打合せ及び研修会の開催
について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.21
(決)昭59. 5.22
(施)昭59. 5.23

電子計算課

7335 5 昭和59年度電算化推進協議会 電算化推進委員名簿の提出について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.20
(決)昭59. 4.21
(施)昭59. 4.23

情報管理課

7335 6 昭和59年度電算化推進協議会
昭和59年度ＯＡ推進のための各部局担当者の指定
について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.10
(決)昭59. 4.13
(施)昭59. 4.13

情報管理課

7336 1 無線局変更申請書 無線局変更申請（届）書 昭和５６年度 (起)昭56.11. 5 大気保全課

7337 1 無線局変更申請書
大気汚染監視テレメータ用無線局の検査指示に対
する措置報告書の提出について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.29
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.29

大気保全課

7337 2 無線局変更申請書
大気汚染監視テレメータ用無線局の変更届の事務
委任について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.18
(施)昭57. 3.18

大気保全課

7337 3 無線局変更申請書 東海電波監理局完成検査について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.25
(決)昭57. 2.26
(施)昭57. 2.26

大気保全課

7337 4 無線局変更申請書
大気汚染テレメータシステムの広報用パンフレッ
トについて

昭和５６年度
(起)昭57. 2.15
(決)昭57. 2.15
(施)昭57. 2.15

大気保全課

7337 5 無線局変更申請書 大気汚染テレメーターの更新について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.22
(施)昭56. 4.22

大気保全課

7338 1 公害除去資金申請書 公害除去資金の貸付あっせんについて 昭和５７年度
(起)昭57. 7.29
(決)昭57. 8. 4
(施)昭57. 8. 4

大気保全課
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7338 2 公害除去資金申請書 公害除去資金の貸付あっせんについて 昭和５７年度
(起)昭57. 6.30
(決)昭57. 7.14
(施)昭57. 7.14

大気保全課

7338 3 公害除去資金申請書 公害除去資金の貸付あっせんについて 昭和５７年度
(起)昭57.10.23
(決)昭57.11. 1
(施)昭57.11. 1

大気保全課

7339 1
都市河川推進大井川水域見直し結
果

大井川水域見直し調査について 昭和５６年度 水質保全課

7340 1
都市河川調査結果（伊東大川、瀬
戸川、菊川）

昭和56年度年河川調査結果　伊東大川 昭和５６年度 水質保全課

7340 2
都市河川調査結果（伊東大川、瀬
戸川、菊川）

昭和56年度年河川調査結果　瀬戸川 昭和５６年度 水質保全課

7340 3
都市河川調査結果（伊東大川、瀬
戸川、菊川）

昭和56年度年河川調査結果　菊川 昭和５６年度 水質保全課

7341 1
都市河川田子の浦水域見直し調査
結果

田子の浦水域に係る見直し調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.27
(決)昭56. 5.28
(施)昭56. 5.29

水質保全課

7341 2
都市河川田子の浦水域見直し調査
結果

伊豆・田子の浦・大井川水域の見直し調査結果に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 3
(決)昭57. 4. 5
(施)昭57. 4. 5

水質保全課

7341 3
都市河川田子の浦水域見直し調査
結果

伊豆・田子の浦・大井川水域の見直し調査につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 4.28
(決)昭56. 5. 2
(施)昭56. 5. 2

水質保全課

7342 1
生活文化振興事業費補助金（富士
市）

児童劇プリンプリン物語 昭和５６年度 県民生活課

7343 1
生活文化振興事業費補助金（浜松
市）

桐五重奏団による演奏会 昭和５６年度 県民生活課

7344 1
生活文化振興事業費補助金（日本
文化財団）

フランス国立管弦楽団の浜松演奏会の知事挨拶文
について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 5

県民生活課

7345 1 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親の生活展」
の協力者への礼状の送付について

昭和５６年度 (起)昭56. 9.10 県民生活課

7345 2 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親の生活展」
の開会式について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.28
(決)昭56. 9. 3
(施)昭56. 9. 3

県民生活課

7345 3 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親の生活展」
の開催への出席について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.25
(決)昭56. 8.26
(施)昭56. 8.26

県民生活課

7345 4 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親のくらし
展」の開会式への出席について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.25
(決)昭56. 8.26
(施)昭56. 8.26

県民生活課

7345 5 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親の生活展」
のアンケートについて

昭和５６年度 (起)昭56. 8. 3 県民生活課

7345 6 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親の生活展」
の開会の知事あいさつ文について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.27
(決)昭56. 8.31
(施)昭56. 8.31

県民生活課

7345 7 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」の展示物の貸与及び職員の
派遣について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.26
(決)昭56. 8.28
(施)昭56. 8.29

県民生活課

7345 8 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親の生活展」
の報道機関への資料提供について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.28
(決)昭56. 8.28
(施)昭56. 8.28

県民生活課

7345 9 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親のくらし
展」の開催主旨について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.24
(決)昭56. 8.25
(施)昭56. 8.25

県民生活課
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7345 10 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」・「子どもと親の生活展」
の懸垂幕について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.24
(決)昭56. 8.28
(施)昭56. 8.28

県民生活課

7345 11 お茶と生活文化展
「お茶と生活文化展」における茶道券の作成につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 8.25 県民生活課

7346 1
口腔保健医療センター整備費補助
金

口腔保健医療センター整備費補助金の交付確定に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.22
(決)昭57. 4.30
(施)昭57. 4.30

医務課

7346 2
口腔保健医療センター整備費補助
金

補助金の交付について（決定） 昭和５６年度
(起)昭57. 2.19
(決)昭57. 2.23
(施)昭57. 2.23

医務課

7346 3
口腔保健医療センター整備費補助
金

口腔保健医療センター整備費補助金交付要綱の制
定について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.25
(施)昭57. 1.25

医務課

7346 4
口腔保健医療センター整備費補助
金

口腔保健医療センター整備費補助金交付要綱の制
定について

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭57. 1.25
(施)昭57. 1.25

医務課

7347 1 救急医療運営費国庫実績報告
昭和56年度救急医療施設運営費等補助金交付額確
定通知書

昭和５７年度 (収)昭58. 1.26 厚生省

7347 2 救急医療運営費国庫実績報告

昭和56年度［休日夜間急患センター運営費・在宅
当番医制・病院群輪番制病院・救命救急セン
ター］国庫補助金に係る事業実績報告書の提出に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 5.10
(決)昭57. 5.11
(施)昭57. 5.12

医務課

7348 1 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書 昭和５６年度 (収)昭57. 2.10 浜北市長

7348 2 病院等設備緊急整備事業全体計画
病院等設備緊急整備事業計画の承認申請について
（進達）

昭和５６年度 (収)昭57. 1.14 天竜保健所長

7348 3 病院等設備緊急整備事業全体計画
支出負担行為実施計画書について（病院等設備緊
急整備）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56.12.22

医務課

7348 4 病院等設備緊急整備事業全体計画
緊急整備事業計画承認申請書及び緊急整備事業計
画書について（送付）

昭和５６年度 (収)昭56.11.20 下田保健所長

7348 5 病院等設備緊急整備事業全体計画 病院等設備緊急整備事業計画について（送付） 昭和５６年度 (収)昭56.11.20 松崎保健所長

7348 6 病院等設備緊急整備事業全体計画
昭和56年度病院等設備緊急整備事業実施要領につ
いて

昭和５６年度 (収)昭56.11.18 修善寺保健所長

7348 7 病院等設備緊急整備事業全体計画 緊急整備事業計画承認申請書 昭和５６年度 (収)昭56.10.29 沼津市長

7348 8 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書 昭和５６年度 (収)昭56.11.18 三島市長

7348 9 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書 昭和５６年度 (収)昭56.11.13 裾野市長

7348 10 病院等設備緊急整備事業全体計画 緊急整備事業計画承認申請書 昭和５６年度 (収)昭56.11.21 韮山町長

7348 11 病院等設備緊急整備事業全体計画 緊急整備事業計画承認申請書 昭和５６年度 (収)昭56.11.16 清水町長

7348 12 病院等設備緊急整備事業全体計画
昭和56年度病院等設備緊急整備事業実施要領につ
いて（回答）

昭和５６年度 (収)昭56.11.24 函南町長
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7348 13 病院等設備緊急整備事業全体計画 病院等設備緊急整備事業計画書の提出について 昭和５６年度 (収)昭56.11.10 小山町長

7348 14 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書 昭和５６年度 (収)昭56.11.17 富士市長

7348 15 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書の送付について 昭和５６年度 (収)昭56.11.17 芝川町長

7348 16 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降病院等緊急整備事業計画について 昭和５６年度 (収)昭56.11.19 清水保健所長

7348 17 病院等設備緊急整備事業全体計画
昭和57年度以降病院等設備緊急整備事業計画の概
要報告書のとりまとめについて

昭和５６年度 (収)昭56.11.19 藤枝保健所長

7348 18 病院等設備緊急整備事業全体計画
病院等緊急整備事業計画申請及び昭和57年度以降
緊急整備概要書について（進達）

昭和５６年度 (収)昭56.11.16 島田保健所長

7348 19 病院等設備緊急整備事業全体計画 緊急整備事業計画承認申請について 昭和５６年度 (収)昭56.11. 4 榛原保健所長

7348 20 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書 昭和５６年度 (収)昭56.11.14 掛川市長

7348 21 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書 昭和５６年度 (収)昭56.11.13 大東町助役

7348 22 病院等設備緊急整備事業全体計画 緊急整備事業計画承認申請書 昭和５６年度 (収)昭56.10.31 大須賀町長

7348 23 病院等設備緊急整備事業全体計画 緊急整備事業計画承認申請書 昭和５６年度 (収)昭56.11. 5 浜岡町長

7348 24 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書 昭和５６年度 (収)昭56.11.14 小笠町長

7348 25 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書 昭和５６年度 (収)昭56.11.14 菊川町長

7348 26 病院等設備緊急整備事業全体計画
緊急整備事業計画承認申請書及び昭和57年度以降
緊急整備概要書の提出（進達）

昭和５６年度 (収)昭56.11.17 磐田保健所長

7348 27 病院等設備緊急整備事業全体計画 病院等設備緊急整備事業の承認申請について 昭和５６年度 (収)昭56.11.18 天竜保健所長

7348 28 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書について 昭和５６年度 (収)昭56.11.18 三ヶ日保健所長

7348 29 病院等設備緊急整備事業全体計画 病院等設備緊急整備事業について（進達） 昭和５６年度 (収)昭56.11.17 浜名保健所長

7348 30 病院等設備緊急整備事業全体計画 緊急整備事業計画承認申請書 昭和５６年度 (収)昭56.10.28 静岡市長

7348 31 病院等設備緊急整備事業全体計画 昭和57年度以降緊急整備概要書について（提出） 昭和５６年度 (収)昭56.11.26 浜松市長

7349 1
北遠地区二次救急医療体制設立関
係

二次救急医療体制設立準備会について 昭和５９年度 (収)昭59. 6.27 天竜保健所長

7349 2
北遠地区二次救急医療体制設立関
係

復命書（北遠地域２次救急医療体制設立準備会） 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 7 医務課
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7349 3
北遠地区二次救急医療体制設立関
係

北遠地域における国立療養所天竜病院の第２次救
急医療体制の副申書について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.14

医務課

7349 4
北遠地区二次救急医療体制設立関
係

北遠地域２次救急医療体制整備打合せ） 昭和６１年度 (起)昭61. 6. 7 医務課

7349 5
北遠地区二次救急医療体制設立関
係

天竜病院の二次救急医療体制確立のための打合せ
会について（報告）

昭和５９年度 (収)昭59. 9.13 天竜保健所

7349 6
北遠地区二次救急医療体制設立関
係

復命書（北遠地域の二次救急医療体制設立準備
会）

昭和５９年度 (起)昭59.12.25 医務課

7349 7
北遠地区二次救急医療体制設立関
係

復命書（北遠地域二次救急医療体制設立の陳情） 昭和５９年度 (起)昭59.11.14 医務課

7350 1 国庫補助金交付要綱 臨床研修費補助事業実施要綱について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.19
厚生省健康政策
局長

7350 2 国庫補助金交付要綱 へき地医療対策費補助金交付要綱

7350 3 国庫補助金交付要綱 医療施設等設備整備費補助金交付要綱

7350 4 国庫補助金交付要綱 へき地医療対策費の国庫補助について 昭和６０年度 (起)昭60.10.17 医務課

7350 5 国庫補助金交付要綱 へき地医療対策費補助金交付要綱

7350 6 国庫補助金交付要綱 医療施設等設備整備費補助金交付要綱

7350 7 国庫補助金交付要綱 臨床研修費補助金交付要綱

7351 1 がん集団検診実施状況 がん予防対策実施状況等の報告について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 2
(決)昭57. 6. 3

保健予防課

7352 1 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.21 静岡市長

7352 2 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 浜松市長

7352 3 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 沼津市長

7352 4 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 清水市長

7352 5 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 熱海市長

7352 6 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 三島市長

7352 7 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 富士宮市長

7352 8 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 伊東市長
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7352 9 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 島田市長

7352 10 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 富士市長

7352 11 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 磐田市長

7352 12 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 焼津市長

7352 13 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 掛川市長

7352 14 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 藤枝市長

7352 15 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 御殿場市長

7352 16 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 袋井市長

7352 17 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 天竜市長

7352 18 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 浜北市長

7352 19 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 下田市長

7352 20 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 裾野市長

7352 21 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 湖西市長

7352 22 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 東伊豆町長

7352 23 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 河津町助役

7352 24 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 7 南伊豆町長

7352 25 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 6 松崎町長

7352 26 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 6 西伊豆町長

7352 27 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 7 賀茂村長

7352 28 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 伊豆長岡町長

7352 29 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 修善寺町長
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7352 30 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 戸田村長

7352 31 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 土肥町長

7352 32 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 函南町長

7352 33 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 韮山町長

7352 34 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 大仁町長

7352 35 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 天城湯ヶ島町長

7352 36 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 中伊豆町長

7352 37 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 清水町長

7352 38 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 長泉町長

7352 39 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 小山町長

7352 40 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 芝川町長

7352 41 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 富士川町長

7352 42 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 蒲原町長

7352 43 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 由比町長

7352 44 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 岡部町長

7352 45 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 大井川町長

7352 46 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 御前崎町長

7352 47 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 相良町長

7352 48 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 榛原町長

7352 49 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 吉田町長

7352 50 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 金谷町長
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7352 51 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 川根町長

7352 52 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 中川根町長

7352 53 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 本川根町長

7352 54 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 大東町長

7352 55 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 大須賀町長

7352 56 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.14 浜岡町長

7352 57 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 小笠町長

7352 58 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.13 菊川町長

7352 59 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 森町長

7352 60 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 春野町長

7352 61 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 浅羽町長

7352 62 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 福田町長

7352 63 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 竜洋町長

7352 64 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 豊田町長

7352 65 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 豊岡村長

7352 66 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 龍山村長

7352 67 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 佐久間町長

7352 68 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 水窪町長

7352 69 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.14 可美村長

7352 70 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.12 舞阪町長

7352 71 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.10 新居町長
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7352 72 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.14 雄踏町長

7352 73 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 8 細江町長

7352 74 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 9 引佐町長

7352 75 がん集団検診費補助金実績報告書 実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.14 三ヶ日町長

7353 1 がん集団検診費補助金関係綴 がん集団検診事業実施調の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 6
(決)昭57. 5. 6
(施)昭57. 5. 6

保健予防課

7353 2 がん集団検診費補助金関係綴
昭和56年度がん集団検診費補助金実施状況調書の
提出について

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

保健予防課

7353 3 がん集団検診費補助金関係綴
昭和56年度がん集団検診費補助金の交付確定につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.30
(施)昭57. 4.30

保健予防課

7353 4 がん集団検診費補助金関係綴
昭和56年度がん集団検診費補助金の変更決定につ
いて

昭和５６年度 (起)昭57. 3.27 保健予防課

7353 5 がん集団検診費補助金関係綴
昭和56年度がん集団検診費補助金の交付決定につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 9.30 保健予防課

7353 6 がん集団検診費補助金関係綴
がん集団検診費補助金交付要網の一部改正につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 5.21
(施)昭56. 5.25

保健予防課

7353 7 がん集団検診費補助金関係綴 昭和56年度がん集団検診事業について 昭和５６年度 (起)昭56. 4. 9 保健予防課

7353 8 がん集団検診費補助金関係綴 昭和56年度がん集団検診の実施について 昭和５５年度
(起)昭56. 2.17
(決)昭56. 2.21
(施)昭56. 2.21

保健予防課

7353 9 がん集団検診費補助金関係綴 がん集団検診実施状況月報の提出について 昭和５６年度 (起)昭56. 7.30 保健予防課

7353 10 がん集団検診費補助金関係綴 昭和56年度がん集団検診の実施について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 8
(決)昭56. 7. 8
(施)昭56. 7. 8

保健予防課

7353 11 がん集団検診費補助金関係綴 がん集団検診受診者に対する検診手帳について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.25
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

保健予防課

7353 12 がん集団検診費補助金関係綴 がん集団検診実施要領の一部改正について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.21 保健予防課

7353 13 がん集団検診費補助金関係綴
昭和56年度がん集団検診費補助金に係る検診手帳
作成費補助基準の変更について

昭和５６年度 (起)昭56. 5.18 保健予防課

7354 1 老人保健対策事業実績報告書
昭和56年度老人保健対策費県費補助金の交付確定
について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.25
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.14

老人福祉課

7354 2 老人保健対策事業実績報告書
昭和56年度老人保健対策費補助金の事業実績報告
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(決)昭57. 7.13
(施)昭57. 7.13

老人福祉課

7354 3 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.14 静岡市長

7354 4 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.14 島田市長
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7354 5 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.14 三島市長

7354 6 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.18 天竜市長

7354 7 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.17 榛原町長

7354 8 老人保健対策事業実績報告書
昭和56年度老人保健対策費県費補助金事業実績報
告書の提出について

昭和５７年度 (収)昭57. 6.14
沼津市福祉事務
所長

7354 9 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 2 富士宮市長

7354 10 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 7 熱海市長

7354 11 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 2 伊東市長

7354 12 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.16 富士市長

7354 13 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 1 御殿場市長

7354 14 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.25 裾野市長

7354 15 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 9 清水市長

7354 16 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 1 掛川市長

7354 17 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.14 藤枝市長

7354 18 老人保健対策事業実績報告書
昭和56年度老人保健対策費県費補助金事業実績報
告書の提出について

昭和５７年度 (収)昭57. 6.11 浜松市長

7354 19 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.17 袋井市長

7354 20 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 1 浜北市長

7354 21 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 1 湖西市長

7354 22 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.15 東伊豆町長

7354 23 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告について 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 3 河津町長

7354 24 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.18 蒲原町長

7354 25 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.17 由比町長
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7354 26 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 7 岡部町長

7354 27 老人保健対策事業実績報告書
老人保健対策費県補助金事業実績報告書の提出に
ついて

昭和５７年度 (収)昭57. 6.21 浜岡町長

7354 28 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.23 大須賀町長

7354 29 老人保健対策事業実績報告書 老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.22 雄踏町長

7354 30 老人保健対策事業実績報告書
老人保健対策費県費補助金事業実績報告書の提出
について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.25
(施)昭57. 5.25

老人福祉課

7355 1 三歳児健診実施結果
昭和59年度三歳児健康診査実施結果の送付につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 7.17
(決)昭60. 7.18
(施)昭60. 7.18

保健予防課

7356 1 食中毒防止対策（No.１） 食中毒防止対策事業の実施について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.23
(施)昭56. 4.24

食品衛生課

7356 2 食中毒防止対策（No.１）
伊豆の旅館・民宿集中監視指導の実施について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.11
(決)昭56. 5.14
(施)昭56. 5.15

食品衛生課

7356 3 食中毒防止対策（No.１）
伊豆の旅館・民宿集中監視指導の実施に係る資料
の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.15
(決)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.18

食品衛生課

7356 4 食中毒防止対策（No.１） 伊豆の旅館・民宿集中監視指導の結果について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 7
(決)昭56. 7. 8

食品衛生課

7356 5 食中毒防止対策（No.１）
集中給食施設及び仕出し屋一斉監視月間の実施結
果について（うかがい）

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 2 食品衛生課

7356 6 食中毒防止対策（No.１） 食中毒警報予知員の連絡について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 6.29
(決)昭56. 6.30
(施)昭56. 6.30

食品衛生課

7356 7 食中毒防止対策（No.１） 食中毒警報予知業務連絡について（依頼） 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 6 食品衛生課

7356 8 食中毒防止対策（No.１） 昭和54年全国食中毒事件録について（送付） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.18
(決)昭56. 7.20
(施)昭56. 7.21

食品衛生課

7356 9 食中毒防止対策（No.１） 食中毒警報（第１号）の発表について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 1
(決)昭56. 8. 1
(施)昭56. 8. 1

食品衛生課

7356 10 食中毒防止対策（No.１） 食中毒警報（第２号）の発表について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.31
(決)昭56. 8.31
(施)昭56. 8.31

食品衛生課

7356 11 食中毒防止対策（No.１） 食中毒防止月間の実施結果について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 7
(決)昭56. 9.11
(施)昭56. 9.11

食品衛生課

7356 12 食中毒防止対策（No.１）
食中毒防止のための「５クリーン運動」の実施結
果について

昭和５６年度
(起)昭56.10.31
(決)昭56.11. 4
(施)昭56.11. 4

食品衛生課

7356 13 食中毒防止対策（No.１） 食中毒防止対策検討会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.11. 4
(決)昭56.11.11
(施)昭56.11.11

食品衛生課

7356 14 食中毒防止対策（No.１） 食中毒防止対策検討会のの資料について 昭和５６年度
(起)昭56.11.24
(決)昭56.11.27

食品衛生課

7357 1 食中毒防止対策（No.２） 昭和56年度消費者保護対策実施状況について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 3.27

食品衛生課
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7357 2 食中毒防止対策（No.２） 食中毒防止対策検討会議事録 昭和５６年度 食品衛生課

7357 3 食中毒防止対策（No.２） 「昭和56年静岡県の食中毒」の作成について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 1
(決)昭57. 2. 5

食品衛生課

7357 4 食中毒防止対策（No.２）
イシナギの肝臓摂取による中毒症、胃アニサキス
症状の集団発生についての小冊子の作成について

昭和５６年度 (起)昭56.11.16 食品衛生課

7357 5 食中毒防止対策（No.２） 昭和56年版「私たちのくらし」の原稿について 昭和５６年度 (起)昭57. 3.10 食品衛生課

7358 1 麻酔銃による野犬捕獲報告書 昭和56年度　麻酔銃による野犬捕獲月別報告書 昭和５６年度 食品衛生課

7359 1 処分犬措置状況報告書綴 昭和56年度　処分犬措置状況月別報告書 昭和５６年度 食品衛生課

7360 1 環境アセスメント56 静岡県環境影響評価検討委員会第１回幹事会 昭和５５年度 (起)昭55.12.15 環境衛生課

7360 2 環境アセスメント56 静岡県環境影響評価検討委員会第２回幹事会 昭和５５年度 (起)昭56. 1.23 環境衛生課

7360 3 環境アセスメント56 静岡県環境影響評価検討委員会第３回幹事会 昭和５５年度 (起)昭56. 2.18 環境衛生課

7360 4 環境アセスメント56 第１回環境影響評価技術部会 昭和５６年度 (起)昭56. 4.24 環境衛生課

7360 5 環境アセスメント56
「環境影響評価技術指針の基本的なあり方につい
て」に対する意見について

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 8
(決)昭56. 5. 8

環境衛生課

7360 6 環境アセスメント56 第２回環境影響評価技術部会 昭和５６年度 (起)昭56. 4.24 環境衛生課

7360 7 環境アセスメント56 静岡県環境影響評価検討委員会第４回幹事会 昭和５６年度 (起)昭56. 5.28 環境衛生課

7360 8 環境アセスメント56
静岡県環境影響評価検討委員会、幹事会における
技術部会の設置について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.15 大気保全課

7360 9 環境アセスメント56
東名高速道路（大井松田～御殿場）改築に係る環
境影響評価打合せ会の開催について

昭和５６年度 (収)昭56. 4.15 道路建設課

7360 10 環境アセスメント56
東富士道路の建設に伴う環境影響評価説明会の開
催について

昭和５６年度 (収)昭56. 7. 4 道路建設課

7360 11 環境アセスメント56
一般国道138号東富士道路の建設に伴う環境影響
評価について（回答）

昭和５６年度
(起)昭56.11. 4
(決)昭56.11.13
(施)昭56.11.13

環境衛生課

7361 1 外国貿易概況速報
管内外国貿易概況速報（昭和56年分）及び（昭和
56年12月）

昭和５６年度 (収)昭57. 1.28 清水税関支署

7361 2 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年11月） 昭和５６年度 (収)昭56.12.25 清水税関支署

7361 3 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年10月） 昭和５６年度 (収)昭56.11.30 清水税関支署

7361 4 外国貿易概況速報 清水港と二輪自動車（昭和56年11月） 昭和５６年度 清水税関支署
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7361 5 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年９月） 昭和５６年度 (収)昭56.10.30 清水税関支署

7361 6 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年８月） 昭和５６年度 (収)昭56. 9.28 清水税関支署

7361 7 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年７月） 昭和５６年度 (収)昭56. 8.28 清水税関支署

7361 8 外国貿易概況速報 外国貿易概況　上半期　昭和56年 昭和５６年度 清水税関支署

7361 9 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年６月） 昭和５６年度 (収)昭56. 7.29 清水税関支署

7361 10 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年５月） 昭和５６年度 (収)昭56. 6.29 清水税関支署

7361 11 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年４月） 昭和５６年度 (収)昭56. 5.28 清水税関支署

7361 12 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年３月） 昭和５６年度 (収)昭56. 4.28 清水税関支署

7361 13 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年２月） 昭和５５年度 (収)昭56. 3.30 清水税関支署

7361 14 外国貿易概況速報 管内外国貿易概況速報（昭和56年１月） 昭和５５年度 (収)昭56. 2.27 清水税関支署

7362 1 北米駐在 「別珍コール天」サンプル帳の送付について 昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.12. 1
(施)昭56.12. 1

観光貿易課

7362 2 北米駐在 静岡県道路公社事務への協力について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56.11.26
(決)昭56.11.27
(施)昭56.11.27

観光貿易課

7363 1 カルフォルニア　ミッション カルフォルニア州経済開発使節団受入要領 昭和５６年度 広報課

7364 1
中小企業技術開発地域産業技術改
善補助金交付企業中間検査綴

復命書（昭和58年度中小企業技術研究開発費及び
地域産業技術改善費補助金交付企業の研究遂行状
況中間調査及び指導）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.27 工業課

7365 1
研究開発事業実績報告書（興和産
業株式会社）

「断熱防音壁画彫刻プレス化粧パネルの製造技
術」に関する研究開発事業実績報告書

昭和５９年度 (収)昭59. 4.14
興和産業株式会
社

7366 1
研究開発事業実績報告書（日研
フード株式会社）

「海草を利用した新食品の開発」に関する研究開
発事業実績報告書

昭和５８年度 (収)昭59. 3.31
日研フード゛株
式会社

7367 1
農村地域（自然活用型）年度別実
施計画書

昭和57年度農村地域農業構造改善計画年度別事業
実施計画書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 6
(決)昭57. 4. 9
(施)昭57. 4.12

農政課

7367 2
農村地域（自然活用型）年度別実
施計画書

昭和56年度農村地域農業構造改善計画年度別事業
実施計画書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 1
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

農政課

7368 1 自然休養村整備事業実態調査 自然休養管理センターの収支状況調 昭和５６年度 (起)昭57. 2.19 関東農政局

7368 2 自然休養村整備事業実態調査 自然休養村整備事業実施地区の実態調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 9. 1
(決)昭56. 9. 1
(施)昭56. 9. 1

農政課
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7368 3 自然休養村整備事業実態調査 自然休養村整備事業実施地区の実態調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.23
(施)昭56. 7.23

農政課

7369 1
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

ハエ防除対策で清水市南部海岸地域ハエ防除推進
協議会より感謝状をうけたこと

昭和６０年度 (収)昭60. 5. 2
東部病害虫防除
所

7369 2
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

デミリン水和剤（イエバエ防除剤） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.26 農業技術課

7369 3
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

アイデア自治（77集） 昭和５８年度 (起)昭59. 1.27 農業技術課

7369 4
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

清水市南部のイエバエ対策について 昭和５８年度 (起)昭58.11.18 農業技術課

7369 5
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

三保のハエ防除薬剤について 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 4 農業技術課

7369 6
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

畜舎、鶏舎におけるハエの生態およびその防除の
基本的な考え方

昭和５１年度
日本特殊農薬製
造

7369 7
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

乾式毒餅餌によるイエバエ駆除法について 昭和５２年度
家畜保健衛生技
術研究会

7369 8
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

復命書（清水市ハエ防除対策打合せ会） 昭和５３年度 (起)昭53. 7.27 農業技術課

7369 9
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

復命書（清水市三保地区におけるハエ対策打合
せ）

昭和５２年度 (起)昭53. 3. 7 農業技術課

7369 10
イエバエ対策（オフナック剤・デ
ミリン剤）

復命書（清水市三保地区におけるハエ対策打合
せ）

昭和５１年度 (起)昭51. 5.11 農業技術課

7370 1
農地転用許可申請（大臣許可）
（ヤマハ発動機）

農地法第５条第１項の規定に基づく許可について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 1
(決)昭56. 5. 1
(施)昭56. 5. 1

農地森林部総務
課

7370 2
農地転用許可申請（大臣許可）
（ヤマハ発動機）

農地法第５条第１項の規定による許可について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.28
(決)昭56. 2.28
(施)昭56. 2.28

農地森林部総務
課

7370 3
農地転用許可申請（大臣許可）
（ヤマハ発動機）

農地法第５条第１項の規定による許可について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.28
(決)昭56. 2.28
(施)昭56. 2.28

農地森林部総務
課

7371 1 豊川用水管理委員会関係
昭和56年度豊川用水施設管理費負担金の変更につ
いて

昭和５６年度 (起)昭57. 2.15 農地企画課

7371 2 豊川用水管理委員会関係 昭和56年度豊川用水施設管理費負担金について 昭和５６年度 (起)昭56. 8.17 農地企画課

7371 3 豊川用水管理委員会関係
昭和57事業年度豊川用水施設管理費予算（案）等
説明会の開催について

昭和５６年度 (収)昭57. 1.25
豊川用水総合管
理所長

7371 4 豊川用水管理委員会関係 復命書（第４回豊川用水節水対策協議会） 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 9 農地企画課

7371 5 豊川用水管理委員会関係 復命書（第３回豊川用水節水対策協議会） 昭和５６年度 (起)昭56. 8.29 農地企画課

7371 6 豊川用水管理委員会関係 復命書（第２回豊川用水節水対策協議会） 昭和５６年度 (起)昭56. 8.12 農地企画課
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7371 7 豊川用水管理委員会関係
昭和55年度豊川用水事業特別勘定施設管理費の決
算について

昭和５６年度 (収)昭56. 8. 1
水箴言開発公団
中部支社管理部
長

7371 8 豊川用水管理委員会関係 豊川用水管理委員会の開催について 昭和５６年度 (収)昭56. 6.25
豊川用水管理委
員会会長

7371 9 豊川用水管理委員会関係 豊川用水管理委員会配水専門部会の開催について 昭和５６年度 (収)昭56. 6.18
豊川用水管理委
員会配水部会長

7371 10 豊川用水管理委員会関係 復命書（豊川用水管理委員会幹事会） 昭和５６年度 (起)昭56. 6.20 農地企画課

7372 1 三方原用水管理委員会関係
昭和56年度国営三方原地区供用施設管理費負担金
の減額について

昭和５６年度 (起)昭56.10.20 農地企画課

7372 2 三方原用水管理委員会関係
昭和57年度国営三方原地区供用施設管理費負担金
について

昭和５６年度 (起)昭56. 4. 2 農地企画課

7372 3 三方原用水管理委員会関係
静岡県三方原用水管理事務所を廃止し静岡県西遠
水道事務所に統合することについて

昭和５６年度 (収)昭57. 3.19
静岡県公営企業
管理者

7372 4 三方原用水管理委員会関係
国営三方原地区供用施設管理費負担金の前払いに
ついて

昭和５６年度 (起)昭56. 4. 2 農地企画課

7372 5 三方原用水管理委員会関係 復命書（三方原用水管理委員会及び幹事会） 昭和５５年度 (起)昭55.11.21 農地企画課

7372 6 三方原用水管理委員会関係
復命書（三方原用水管理委員会定例幹事会および
委員会について）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.16 農地企画課

7373 1 大井川用水管理委員会関係 大井川用水管理委員会の定例会の開催について 昭和５６年度 (収)昭57. 3. 9
大井川用水管理
委員会委員長

7373 2 大井川用水管理委員会関係
大井川用水管理委員会委員及び幹事の合同会議の
開催について

昭和５６年度 (収)昭56. 6. 5
大井川用水管理
委員会委員長

7373 3 大井川用水管理委員会関係 国営大井川用水事業（共用施設）管理費について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 2
(決)昭56. 5.13
(施)昭56. 5.13

農地企画課

7374 1 巴川総合治水対策関係 巴川流域整備計画実施要領 昭和５７年度
巴川流域総合治
水対策協議会

7374 2 巴川総合治水対策関係 第３回巴川流域総合治水対策協議会委員会 昭和５９年度 (起)昭60. 2.13 農地企画課

7374 3 巴川総合治水対策関係
巴川流域総合治水対策協議会幹事会の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 8. 7
巴川流域総合治
水対策協議会長

7375 1 稲作転換計画書・実績報告書 昭和57年度稲作転換実績報告書の提出について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.26
(決)昭58. 8.26
(施)昭58. 8.26

水利整備課

7375 2 稲作転換計画書・実績報告書 昭和56年度稲作転換実績報告書 昭和５７年度 (起)昭57. 8.30 水利整備課

7375 3 稲作転換計画書・実績報告書
昭和57年度転換計画書及び昭和57年度土地改良事
業通年施行実施計画書の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.29
(決)昭56. 5.31
(施)昭56. 5.31

水利整備課

7376 1 昭和60年災害被害額査定額分類表 60年災　被害額、査定額、分類表の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.14
(施)昭60.11.14

開発防災課
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7376 2 昭和60年災害被害額査定額分類表
昭和60年発生災害［11月６～７日（豪雨災）］の
被害報告（確定）について

昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

開発防災課

7376 3 昭和60年災害被害額査定額分類表
昭和60年発生災害［８月31日～９月１日（豪
雨）］の被害報告（確定）について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 5
(決)昭60. 9. 5
(施)昭60. 9. 5

開発防災課

7376 4 昭和60年災害被害額査定額分類表 60年災　被害額、査定額、分類表の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.17
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

開発防災課

7376 5 昭和60年災害被害額査定額分類表
昭和60年発生災害［８月19日（豪雨）］の被害報
告（確定）について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.26
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.29

開発防災課

7376 6 昭和60年災害被害額査定額分類表
昭和60年発生災害［６月29日～７月１日（台風６
号）］の被害報告（確定）について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.12
(決)昭60. 7.12
(施)昭60. 7.12

開発防災課

7376 7 昭和60年災害被害額査定額分類表
昭和60年発生災害（農地農業用施設）［６月19日
～20日（梅雨前線豪雨）］の被害報告（確定）に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 3
(施)昭60. 7. 3

開発防災課

7376 8 昭和60年災害被害額査定額分類表 60年災　被害額、査定額、分類表の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.13
(決)昭60. 6.14
(施)昭60. 6.14

開発防災課

7376 9 昭和60年災害被害額査定額分類表
昭和60年発生災害（農地農業用施設）［４月４日
（豪雨）］の被害報告（確定）について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.12
(決)昭60. 4.13
(施)昭60. 4.13

開発防災課

7376 10 昭和60年災害被害額査定額分類表
昭和60年発生災害［２月９日（豪雨）］の被害報
告（確定）について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.18
(決)昭60. 2.18
(施)昭60. 2.18

開発防災課

7377 1 昭和60年災害被害報告 昭和60年災害被害報告一覧表について 昭和６０年度 開発防災課

7378 1 振興センター別大型小売店配置図 昭和58年度振興センター別大型小売店配置図 昭和５８年度 茶業農産課

7379 1 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.28
(決)昭60. 9.28
(施)昭60. 9.28

茶業農産課

7379 2 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 3

茶業農産課

7379 3 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査 昭和６０年度 (収)昭60. 6.22 食糧庁

7379 4 米穀販売業者の現況調査報告
昭和59年度米穀販売経営近代化促進事業の実施に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59.10.15 食糧庁

7379 5 米穀販売業者の現況調査報告
米穀販売業の経営改善指針策定に関する調査報告
書

昭和５８年度 全国米穀協会

7379 6 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.29
(施)昭59. 8.30

茶業農産課

7379 7 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.19
(決)昭59. 7.20
(施)昭59. 7.21

茶業農産課

7379 8 米穀販売業者の現況調査報告 米穀小売業及びとう精業者の現況調査について 昭和５９年度 (収)昭59. 7.30 食糧庁

7379 9 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査報告について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.10
(決)昭58. 8.11
(施)昭58. 8.12

茶業農産課
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7379 10 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 2
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 5

茶業農産課

7379 11 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査報告について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.26
(決)昭57. 8.27
(施)昭57. 8.30

茶業農産課

7379 12 米穀販売業者の現況調査報告 米穀販売業者の現況調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 8
(決)昭57. 7.13
(施)昭57. 7.14

茶業農産課

7380 1
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

陳情書 昭和５６年度 (収)昭56. 8. 5 農業団体課

7380 2
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

伊豆下田農協オートサービスセンターについて
「下田商工会調停打ち切り」

昭和５６年度 (起)昭56. 8.28 農業団体課

7380 3
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

下田オートサービスセンターについて 昭和５６年度 (起)昭56. 8.18 農業団体課

7380 4
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

伊豆下田オートサービスセンターの件について 昭和５６年度 (起)昭56. 8.11 農業団体課

7380 5
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

（株）くみあいオートサービスセンター設立問題
について

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 7 農業団体課

7380 6
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

（株）くみあいオートサービスセンターに係る三
者会談について

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 9 農業団体課

7380 7
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

（株）くみあいオートサービスセンターについて 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 7 農業団体課

7380 8
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

（株）くみあいオートサービスセンターの経過に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56. 6.26 農業団体課

7380 9
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

（株）くみあいオートサービスセンターの件につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 6.11 農業団体課

7380 10
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

下田オートサービスセンター関係の資料送付につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 農業団体課

7380 11
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

伊豆下田農協の車検工場会社化の業者反発 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 4 農業団体課

7380 12
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

協同会社の設立について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 8
(決)昭56. 5.11
(施)昭56. 5.11

農業団体課

7380 13
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

株式会社くみあいオートセンターについて 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 3 農業団体課

7380 14
（株）くみあいオートセンター　
No.１（伊豆）

伊豆下田自動車整備工場の協同会社組織化につい
て

昭和５５年度 (起)昭55.11.26 農業団体課

7381 1
（株）くみあいオートセンター　
No.２（伊豆下田）

伊豆下田くみあいオートセンターの設立問題につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56.11.12 農業団体課

7381 2
（株）くみあいオートセンター　
No.２（伊豆下田）

「伊豆下田くみあいオートセンター」の設立問題 昭和５６年度 (起)昭56.11.13 農業団体課

7381 3
（株）くみあいオートセンター　
No.２（伊豆下田）

伊豆下田農協オートサービスセンターについて 昭和５６年度 (起)昭56.11.13 農業団体課

7381 4
（株）くみあいオートセンター　
No.２（伊豆下田）

（株）くみあいオートセンターの設立登記問題に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56.10.19 農業団体課
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7381 5
（株）くみあいオートセンター　
No.２（伊豆下田）

伊豆下田農協オートサービスセンターについて
「農協が会社設立登記」協会は硬化、訴訟も

昭和５６年度 (起)昭56.10.17 農業団体課

7381 6
（株）くみあいオートセンター　
No.２（伊豆下田）

伊豆下田農協オートセンターについて 昭和５６年度 (起)昭56.10. 8 農業団体課

7382 1
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

伊豆下田くみあいオートセンターについて 昭和５７年度 (起)昭57. 6.17 農業団体課

7382 2
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

下田くみあいオートセンターについて 昭和５７年度 (起)昭57. 4.16 農業団体課

7382 3
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

下田くみあいオートセンターについて 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 3 農業団体課

7382 4
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

下田くみあいオートセンターについて 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 3 農業団体課

7382 5
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

下田くみあいオートセンターについて 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 9 農業団体課

7382 6
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

伊豆下田オートセンターについて 昭和５６年度 (起)昭57. 1.22 農業団体課

7382 7
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

伊豆下田くみあいオートセンターについて 昭和５６年度 (起)昭56.11.27 農業団体課

7382 8
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

伊豆下田農協くみあいオートセンター問題につい
て

昭和５６年度 (起)昭56.11.19 農業団体課

7382 9
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

昭和56年９月定例会における陳情に対する措置状
況について

昭和５６年度 (起)昭56.11.16 農業団体課

7382 10
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

伊豆下田くみあいオートセンターの設立問題につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56.11.17 農業団体課

7382 11
（株）くみあいオートセンター　
No.３（伊豆下田）

くみあいオートセンターについて 昭和５７年度
(起)昭57.11. 4
(決)昭57.11. 9
(施)昭57.11. 9

農業団体課

7383 1
（株）くみあいオートセンター　
No.４

伊豆下田農業協同組合から分離法人化した株式会
社組合オートセンターの営業活動に関する協定書

昭和５７年度 (起)昭58. 2.28 農業団体課

7383 2
（株）くみあいオートセンター　
No.４

（株）くみあいオートセンターの営業活動に関す
る協定書調印式における部長挨拶について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.25
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

農業団体課

7383 3
（株）くみあいオートセンター　
No.４

株式会社くみあいオートセンターの営業活動に関
する協定書調印に当り御立会賜りたく御願いにつ
いて

昭和５７年度 (収)昭58. 2.15
下田商工会議所
会頭

7383 4
（株）くみあいオートセンター　
No.４

第11回定例理事会議事録 昭和５７年度

7383 5
（株）くみあいオートセンター　
No.４

くみあいオートセンターについて 昭和５７年度 (起)昭58. 1.17 農業団体課

7384 1 野菜作柄安定産地改善計画承認綴 野菜作柄安定産地改善計画書の印刷について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.28
(決)昭60. 1.28

みかん園芸課

7384 2 野菜作柄安定産地改善計画承認綴 野菜作柄安定産地改善計画の協議結果について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.26
(決)昭60. 1.26
(施)昭60. 1.26

みかん園芸課
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7384 3 野菜作柄安定産地改善計画承認綴 野菜作柄安定産地改善計画の協議について 昭和５９年度
(起)昭59.12.11
(決)昭59.12.13
(施)昭59.12.13

みかん園芸課

7384 4 野菜作柄安定産地改善計画承認綴
野菜作柄安定産地改善計画（小笠、トマト）の変
更について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 3
(決)昭59. 4. 6
(施)昭59. 4. 8

みかん園芸課

7384 5 野菜作柄安定産地改善計画承認綴 野菜作柄安定産地改善計画の変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.23
(施)昭59. 3.23

みかん園芸課

7384 6 野菜作柄安定産地改善計画承認綴 野菜作柄安定産地改善計画の協議について 昭和５８年度
(起)昭58.12.12
(決)昭58.12.12
(施)昭58.12.12

みかん園芸課

7384 7 野菜作柄安定産地改善計画承認綴 野菜作柄安定産地改善計画の協議結果について 昭和５７年度 (起)昭57.12.27 みかん園芸課

7384 8 野菜作柄安定産地改善計画承認綴 野菜作柄安定産地改善計画の協議について 昭和５７年度
(起)昭57.12. 1
(決)昭57.12. 6
(施)昭57.12. 6

みかん園芸課

7384 9 野菜作柄安定産地改善計画承認綴
野菜作柄安定県指針及び野菜作柄安定産地改善計
画書の送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.14
(決)昭57. 5.18

みかん園芸課

7384 10 野菜作柄安定産地改善計画承認綴
野菜作柄安定総合特別推進事業に係る対象野菜及
び野菜作柄安定産地改善計画の協議について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.30
(決)昭56. 9.30
(施)昭56. 9.30

みかん園芸課

7385 1 木質系エネルギー活用調査事業 木質系エネルギー活用調査報告書の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.20
(決)昭57. 5.21

林政課

7385 2 木質系エネルギー活用調査事業 木質系エネルギー活用調査報告書の印刷について 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 4 林政課

7385 3 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査事業完了に伴う知事報
告について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.15
(決)昭57. 2.18

林政課

7385 4 木質系エネルギー活用調査事業 Ｆ＆Ｆ原稿について 昭和５６年度 (起)昭57. 3. 1 林政課

7385 5 木質系エネルギー活用調査事業
「木質系エネルギー活用調査事業」の完了につい
て（お礼）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.15 林政課

7385 6 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査事業の完了について
（お礼）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.15 林政課

7385 7 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査第５回調査会の開催に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.12. 1

林政課

7385 8 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査第４回調査会の開催に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56.10. 8 林政課

7385 9 木質系エネルギー活用調査事業
高校生山の村における木質系エネルギー利用によ
る炊飯訓練の視察について（依頼）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 8
(施)昭56.10.12

林政課

7385 10 木質系エネルギー活用調査事業 復命書（木質エネルギー活用調査事業の説明） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.20 林政課

7385 11 木質系エネルギー活用調査事業
第２回木質系エネルギー活用に関する講演会のご
案内について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.26
(施)昭56. 9. 1

林政課

7385 12 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査第３回調査会の開催に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 8.26
(施)昭56. 8.31

林政課

7385 13 木質系エネルギー活用調査事業
高校生山の村にける木質系エネルギー利用による
炊飯訓練の視察について（依頼）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(施)昭56. 8.25

林政課
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7385 14 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査会の視察について（お
礼）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(施)昭56. 8.25

林政課

7385 15 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査現地検討会の開催につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 8.18
(施)昭56. 8.19

林政課

7385 16 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査現地検討会の開催につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 8. 5 林政課

7385 17 木質系エネルギー活用調査事業 木屑焚熱風併用発電プラントの視察について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 5
(決)昭56. 8.10

林政課

7385 18 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査第２回調査会の開催に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.29
(決)昭57. 8. 3

林政課

7385 19 木質系エネルギー活用調査事業
第１回木質系エネルギー活用に関する講演会のご
案内について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.29
(決)昭56. 8. 1

林政課

7385 20 木質系エネルギー活用調査事業 駿河しっき製作に関する視察について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.29
(決)昭56. 8. 3

林政課

7385 21 木質系エネルギー活用調査事業 家具工業団地の視察について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.31
(決)昭56. 8. 3

林政課

7385 22 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査に対する協力依頼につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.25
(決)昭56. 7.25

林政課

7385 23 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査に対する協力依頼につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.25
(施)昭56. 7.28

林政課

7385 24 木質系エネルギー活用調査事業 楽器製造工場の視察について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.21
(決)昭56. 7.22

林政課

7385 25 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査会第１回（生産）（利
用）部会の開催について

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 7 林政課

7385 26 木質系エネルギー活用調査事業 木質系エネルギー利用事例の情報提供について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 4
(決)昭56. 7. 6

林政課

7385 27 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査執筆担当者打合せ会の
開催について

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 2 林政課

7385 28 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査会の調査委員の追加に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 1 林政課

7385 29 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査会調査委員の委嘱につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 6.20 林政課

7385 30 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査事業第１回調査議事に
ついて（伺い）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.23 林政課

7385 31 木質系エネルギー活用調査事業
木質系エネルギー活用調査第１回調査会の開催に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 8
(決)昭56. 6.12

林政課

7385 32 木質系エネルギー活用調査事業
「木質系エネルギー活用調査事業」の実施につい
て（伺い）

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 2 林政課

7386 1 森林組合活動強化特別対策事業
昭和56年度森林組合活動強化特別対策事業費補助
金の交付確定について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.21
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

林政課

7386 2 森林組合活動強化特別対策事業
昭和56年度森林組合活動強化特別対策事業費補助
金の内示について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 9
(決)昭56. 9.11
(施)昭56. 9.11

林政課
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7386 3 森林組合活動強化特別対策事業
昭和56年度森林組合活動強化特別対策事業費補助
金の内示について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.22
(決)昭56. 7.27
(施)昭56. 7.27

林政課

7386 4 森林組合活動強化特別対策事業
森林組合活動強化特別対策事業費補助金交付要網
の制定について

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 2
(決)昭56. 7.22
(施)昭56. 7.22

林政課

7386 5 森林組合活動強化特別対策事業
昭和56年度森林組合活動強化特別対策事業費補助
金の経理について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.19
(決)昭56.10. 9
(施)昭56.10. 9

林政課

7386 6 森林組合活動強化特別対策事業
昭和56年度森林組合活動強化特別対策事業実施要
領の制定について

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 2
(決)昭56. 7. 7
(施)昭56. 7.22

林政課

7386 7 森林組合活動強化特別対策事業 森林組合振興対策の部門方針について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.13
(施)昭56. 5.13

林政課

7387 1 振動障害対策巡回指導補助金
昭和56年度林業労働安全衛生対策事業費（振動障
害対策巡回指導事業費）補助金の交付確定につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 4.30
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.11

林政課

7387 2 振動障害対策巡回指導補助金
昭和56年度林業労働安全衛生対策（振動障害対策
巡回指導）事業計画の変更承認について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.12
(決)昭57. 3.15
(施)昭57. 3.15

林政課

7387 3 振動障害対策巡回指導補助金
昭和56年度林業振動障害対策巡回指導事業費補助
金の内示額の変更について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 1
(決)昭57. 3. 1
(施)昭57. 3. 1

林政課

7387 4 振動障害対策巡回指導補助金
昭和56年度林業労働安全衛生対策事業（振動障害
対策巡回指導事業）計画の変更承認について（伺
い）

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

林政課

7387 5 振動障害対策巡回指導補助金
昭和56年度振動障害対策巡回指導事業費補助金の
追加内示について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 6
(決)昭56.11. 9
(施)昭56.11. 9

林政課

7387 6 振動障害対策巡回指導補助金
昭和56年度林業振動障害対策巡回指導事業補助金
の概算払について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.13
(決)昭56. 8.21

林政課

7387 7 振動障害対策巡回指導補助金
昭和56年度振動障害対策巡回指導事業費補助金の
内示について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.19
(決)昭56. 5.20
(施)昭56. 5.20

林政課

7387 8 振動障害対策巡回指導補助金
昭和56年度振動障害対策巡回指導事業費補助金の
内示について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.29
(決)昭56. 9.30
(施)昭56. 9.30

林政課

7388 1 グリーンマイスター補助金
昭和56年度基幹林業技能者育成確保対策事業費補
助金の確定について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 4
(決)昭57. 2.22
(施)昭57. 2.22

林政課

7388 2 グリーンマイスター補助金
昭和56年度基幹林業技能者育成確保対策事業費補
助金の概算払いについて

昭和５６年度
(起)昭56.11.27
(決)昭56.12. 8

林政課

7388 3 グリーンマイスター補助金
昭和56年基幹林業技能者育成確保対策事業費補助
金の内示について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 6
(決)昭56.11. 9
(施)昭56.11. 9

林政課

7389 1 林道災害綴（54災）
昭和56年度林道災害復旧事業状況報告書の提出に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 1.29
(施)昭57. 1.30

造林課

7389 2 林道災害綴（54災）
昭和56年度林道施設災害復旧事業国庫補助金概算
払の請求について（54災、55災）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 7
(決)昭56.12. 8
(施)昭56.12. 8

造林課

7389 3 林道災害綴（54災）
昭和56年度林道災害復旧事業箇所別事業費及補助
金の割当について（54災、56災）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.21 造林課

7389 4 林道災害綴（54災）
昭和56年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（54災、56災）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.  
(決)昭56. 9.14
(施)昭56. 9.16

造林課
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7389 5 林道災害綴（54災）
昭和56年度林道災害復旧事業箇所別事業費及び補
助金の割当について（54災、55災）

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

造林課

7389 6 林道災害綴（54災）
昭和56年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（54災、55災）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.20
(決)昭56. 5.20
(施)昭56. 5.20

造林課

7389 7 林道災害綴（54災）
林道災害復旧事業施越工事個所別調書の提出につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 5.12 造林課

7390 1 林道災害綴（55災）
昭和56年度林道災害復旧事業箇所別事業費及び補
助金の割当について（55災、56災）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(施)昭57. 3.19

造林課

7390 2 林道災害綴（55災）
昭和56年度林道施設災害復旧事業遂行状況報告及
び補助金概算払請求書の提出について（54災、55
災）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.10
(決)昭57. 2.10
(施)昭57. 2.10

造林課

7390 3 林道災害綴（55災）
昭和56年度林道災害復旧事業状況報告書の提出に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 1.29
(施)昭57. 1.30

造林課

7390 4 林道災害綴（55災）
昭和56年度林道施設災害復旧事業国庫補助金概算
払の請求について（54災、55災）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 7
(決)昭56.12. 8
(施)昭56.12. 8

造林課

7390 5 林道災害綴（55災）
昭和56年度林道災害復旧事業箇所別事業及び補助
金の割当について（55災）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 3
(施)昭56.12. 9

造林課

7390 6 林道災害綴（55災）
昭和56年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（55災第２次）

昭和５６年度
(起)昭56.11.24
(決)昭56.11.26
(施)昭56.11.28

造林課

7390 7 林道災害綴（55災）
昭和56年度林道災害復旧事業箇所別事業費及び補
助金の割当について（54災、55災）

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

造林課

7390 8 林道災害綴（55災）
昭和56年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（54災、55災）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.20
(決)昭56. 5.20
(施)昭56. 5.20

造林課

7391 1 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道施設災害復旧事業国庫補助金の送
金について

昭和５７年度 (収)昭57. 9.22 林野庁

7391 2 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道災害復旧事業の繰越承認について
（諸の倉線）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.19
(施)昭57. 3.19

造林課

7391 3 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道災害復旧事業箇所別事業費及び補
助金の割当について（55災、56災）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(施)昭57. 3.19

造林課

7391 4 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道災害復旧事業繰越承認申請書の提
出について

昭和５６年度 (起)昭57. 2.10 造林課

7391 5 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道施設災害復旧事業遂行状況報告及
び補助金概算払請求書の提出について（56災）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 5
(決)昭57. 3. 9
(施)昭57. 3.10

造林課

7391 6 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（56災）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 5
(決)昭57. 3. 9
(施)昭57. 3.10

造林課

7391 7 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道災害復旧事業報告書の提出につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 1.29
(施)昭57. 1.30

造林課

7391 8 林道災害綴（56災）
昭和56年度災害復旧事業路線別事業費等の割当変
更について（56災）

昭和５６年度 (起)昭57. 1. 6 造林課

7391 9 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道災害復旧事業路線別事業費等の割
当変更について（56災）

昭和５６年度 (起)昭56.11. 4 造林課
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7391 10 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道災害復旧事業箇所別事業費及補助
金の割当について（54災、56災）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.21 造林課

7391 11 林道災害綴（56災）
昭和56年度林道災害復旧事業補助金交付申請書の
提出について（54災、56災）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.  
(決)昭56. 9.14
(施)昭56. 9.16

造林課

7392 1 集団間伐基盤整備実施事業計画
昭和56年度集団間伐基盤等整備事業計画の承認に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.12. 7
(決)昭56.12. 7
(施)昭56.12. 7

造林課

7392 2 集団間伐基盤整備実施事業計画
昭和56年度集団間伐基盤等整備事業計画の承認に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 9.12
(決)昭56. 9.16
(施)昭56. 9.16

造林課

7392 3 集団間伐基盤整備実施事業計画 昭和56年度集団間伐実施事業計画の承認について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.12
(決)昭56. 9.16
(施)昭56. 9.16

造林課

7393 1 松くい虫樹種転換実施状況 松くい虫被害地樹種転換事業について 昭和６０年度 (収)昭60.12.16
林野庁指導部造
林課

7394 1 水産資源保護対策事業実績報告
昭和56年度水産資源保護対策事業実績報告書の提
出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 2

水産課

7395 1 漁場環境調査業務委託（報告書） 復命書（養殖漁場環境調査結果検討会出席） 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 5 水産課

7396 1 養殖漁場環境調査（熱海市）
昭和60年度養殖漁場環境調査事業費補助金の交付
確定について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.14
(決)昭61. 3.20
(施)昭61. 3.20

水産課

7396 2 養殖漁場環境調査（熱海市）
昭和60年度養殖漁場環境調査事業費補助金の内示
について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 6.26
(施)昭60. 6.27

水産課

7396 3 養殖漁場環境調査（熱海市）
養殖漁場環境調査事業費補助金交付要綱の制定に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.29
(決)昭60. 6. 5

水産課

7397 1 静浦漁港適正化法
補助事業等により取得した財産を補助金等の交付
目的に反して使用する申請について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.17
(決)昭59. 1.31

漁港課

7398 1
沿岸漁業施設整備対策事業（地域
沿線、大井川町）

沿岸漁業施設整備対策事業　竣功検査復命書 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 2 漁港課

7398 2
沿岸漁業施設整備対策事業（地域
沿線、大井川町）

沿岸漁業施設整備対策事業　中間検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56.12. 9 漁港課

7399 1
沿岸漁業施設整備対策事業（実績
報告書）

昭和56年度沿岸漁業施設整備対策事業費補助金の
額の確定について（新沿岸漁業構造改善事業分）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.19
(決)昭57. 4.20
(施)昭57. 4.20

漁港課

7399 2
沿岸漁業施設整備対策事業（実績
報告書）

昭和56年度　新沿岸漁業構造改善事業の実績報告
について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.29
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.29

漁港課

7399 3
沿岸漁業施設整備対策事業（実績
報告書）

昭和56年度　第４四半期新沿岸漁業構造改善事業
費補助金の概算払請求について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2. 2
(施)昭57. 2. 2

漁港課

7399 4
沿岸漁業施設整備対策事業（実績
報告書）

昭和56年度　沿岸漁業施設整備対策事業費補助金
の概算払

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 2 漁港課

7399 5
沿岸漁業施設整備対策事業（実績
報告書）

昭和56年度　沿岸漁業施設整備対策事業費補助金
の概算払の請求手続について

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 7
(決)昭57. 1. 7
(施)昭57. 1. 7

漁港課

7399 6
沿岸漁業施設整備対策事業（実績
報告書）

補助金の概算払の承認について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 1
(決)昭56.12.12
(施)昭56.12.12

漁港課

7399 7
沿岸漁業施設整備対策事業（実績
報告書）

昭和56年度　第３回四半期新沿岸漁業構造改善事
業費補助金の概算払請求について

昭和５６年度
(起)昭56.11.25
(決)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

漁港課
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7400 1 沼津地区大型漁礁設置工事 竣功検査復命書 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 5
(決)昭57. 3.24
(施)昭57. 3.25

漁港課

7400 2 沼津地区大型漁礁設置工事 承諾申請書 昭和５６年度 (起)昭56.12. 3 漁港課

7400 3 沼津地区大型漁礁設置工事
昭和56年度沼津地区大型魚礁設置事業魚礁設置工
事の請負契約の締結について

昭和５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.11. 6
(施)昭56.11. 6

漁港課

7400 4 沼津地区大型漁礁設置工事
沼津地区大型魚礁設備事業魚礁設置工事の前金払
について

昭和５６年度 (起)昭56.10.26 漁港課

7400 5 沼津地区大型漁礁設置工事 入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭56.10. 7
(決)昭56.10. 9

漁港課

7401 1
榛南地区大規模増殖場開発事業調
査委託本書

完成届 昭和５６年度 (収)昭57. 2.27
臨海総合調査株
式会社

7401 2
榛南地区大規模増殖場開発事業調
査委託本書

竣功検査復命書 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 1
(決)昭57. 3. 3
(施)昭57. 3.16

漁港課

7401 3
榛南地区大規模増殖場開発事業調
査委託本書

昭和56年度榛南地区大規模増殖場造成事業調査委
託の委託契約の締結について

昭和５６年度 (起)昭57. 1.27 漁港課

7401 4
榛南地区大規模増殖場開発事業調
査委託本書

入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭57. 1.19
(決)昭57. 1.20

漁港課

7402 1 建設事業費実態調査
建設省所管建設事業費等実態調査提要（建設業務
統計）（昭和55年７月）

昭和６０年度 建設省

7402 2 建設事業費実態調査
建設省所管建設事業費等昭和59年度実績調査調査
票等の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.10.24
(決)昭60.10.24

管理課

7403 1
準用河川廃川承認申請書（伊東
市・洞の入川）

準用河川洞の入川における廃川敷地等の承認につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.11.16
(決)昭57.12. 3
(施)昭57.12. 3

河川課

7404 1
準用河川廃川承認申請書（大井川
町・飯淵川）

準用河川飯淵川における廃川処分の承認について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.24
(決)昭58.10. 1
(施)昭58.10. 3

河川課

7405 1
昭和57年度ダム建設事業実施計画
書

昭和57年度　ダム等建設事業年度実施計画認可申
請書について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 4
(施)昭57. 4. 5

河川課

7406 1
昭和58年度ダム建設事業実施計画
書

昭和58年度ダム等建設事業年度実施計画認可申請
書について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.  
(施)昭58. 4. 5

河川課

7407 1
清水港改修（特重）事業補助金等
交付申請書

昭和56年度清水港改修（特重）事業に係る補助金
の交付決定について（通知）

昭和５６年度 (収)昭56.11.27 運輸大臣

7408 1
清水港海岸（高潮）事業補助金等
交付申請書

昭和56年度清水港海岸（高潮）事業に係る補助金
の交付について（通知）

昭和５６年度 (収)昭56.11. 4 運輸大臣

7409 1
田子の浦港海岸（補修）事業補助
金等交付申請書

昭和56年度田子の浦港海岸（補修）事業の補助金
交付申請書

昭和５６年度 (施)昭56. 6.24 港湾課

7410 1
田子の浦港海岸（浸食）事業補助
金等交付申請書

昭和56年度田子の浦港海岸（侵食）事業に係る補
助金の交付決定について（通知）

昭和５６年度 (収)昭56.11. 4 運輸省

7410 2
田子の浦港海岸（浸食）事業補助
金等交付申請書

昭和56年度田子の浦港海岸（侵食）事業の補助金
交付申請書

昭和５６年度 (施)昭56. 6.24 港湾課

7411 1
清水港廃棄物処理業事業補助金等
交付申請書

昭和56年度清水港廃棄物処理事業に係る補助金の
交付決定について（通知）

昭和５６年度 (収)昭56. 5.23 運輸省
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7411 2
清水港廃棄物処理業事業補助金等
交付申請書

昭和56年度清水港廃棄物処理補助金等交付申請書
の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.18
(決)昭56. 4.18

港湾課

7412 1
熱海港海岸環境整備事業補助金等
交付申請書

昭和56年度熱海港環境整備事業に係る補助金の交
付決定について（通知）

昭和５６年度 (収)昭57. 2.15 運輸省

7412 2
熱海港海岸環境整備事業補助金等
交付申請書

昭和56年度熱海港環境整備事業の補助金等交付申
請書の提出について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 4
(決)昭56.12. 7

港湾課

7413 1 新広域市町村計画 静清庵地区新広域市町村圏計画の策定について 昭和５７年度 (収)昭57. 4.15 地域振興課

7413 2 新広域市町村計画
新広域市町村圏計画の実施計画のローリングにつ
いて（照会）

昭和５６年度 (収)昭56.11. 6 地域振興課

7413 3 新広域市町村計画
新広域市町村圏計画の昭和56年度分実施計画に係
る県事業の予算措置状況について

昭和５６年度 (収)昭56.10.12 地域振興課

7413 4 新広域市町村計画
新広域市町村圏計画の県事業の執行状況について
（依頼）

昭和５６年度 (収)昭56. 8.29 地域振興課

7413 5 新広域市町村計画
新広域市町村圏計画の実施計画書（南伊豆・駿
豆・島田榛原・東遠・北遠圏域）の送付について

昭和５６年度 (収)昭56. 7.29 地域振興課

7413 6 新広域市町村計画
新広域市町村圏計画の実施計画書（富士・志太・
中遠・西遠地区）の送付について

昭和５６年度 (収)昭56. 5.  地域振興課

7414 1 新広域市町村圏計画
新広域市町村圏計画の実施計画のローリングにつ
いて

昭和５７年度 (起)昭57.12. 1 港湾課

7414 2 新広域市町村圏計画
新広域市町村圏計画の県事業に係る執行状況等の
調査について

昭和５７年度 (施)昭57. 7.23 港湾課

7414 3 新広域市町村圏計画 新南伊豆地区広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
南伊豆地区広域
市町村圏協議会

7414 4 新広域市町村圏計画 新広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
駿豆地区広域市
町村圏協議会

7414 5 新広域市町村圏計画 富士地区新広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
富士地区広域市
町村圏協議会

7414 6 新広域市町村圏計画 島田・榛原地区新広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
島田・榛原地区
広域市町村圏組
合

7414 7 新広域市町村圏計画 志太地区新広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
志太地区広域市
町村圏協議会

7414 8 新広域市町村圏計画 東遠地区新広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
東遠地区広域市
町村圏協議会

7414 9 新広域市町村圏計画 中遠地区新広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
中遠地区広域市
町村圏事務組合

7414 10 新広域市町村圏計画 北遠地区新広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
北遠地区広域市
町村圏事務組合

7414 11 新広域市町村圏計画 西遠地区新広域市町村圏計画 昭和５７年度 (収)昭57. 6.23
西遠地区広域市
町村圏協議会
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7415 1 新広域市町村圏計画実施計画書 新南伊豆地区広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
南伊豆地区広域
市町村圏協議会

7415 2 新広域市町村圏計画実施計画書 新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
駿豆地区広域市
町村圏協議会

7415 3 新広域市町村圏計画実施計画書 富士地区新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
富士地区広域市
町村圏協議会

7415 4 新広域市町村圏計画実施計画書 静清庵地区新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
静清庵地区広域
市町村圏協議会

7415 5 新広域市町村圏計画実施計画書 志太地区新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
志太地区広域市
町村圏協議会

7415 6 新広域市町村圏計画実施計画書 島田・榛原地区新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
島田・榛原地区
広域市町村圏組
合

7415 7 新広域市町村圏計画実施計画書 東遠地区新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
東遠地区広域市
町村圏協議会

7415 8 新広域市町村圏計画実施計画書 中遠地区新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
中遠地区広域市
町村圏事務組合

7415 9 新広域市町村圏計画実施計画書 北遠地区新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
北遠地区広域市
町村圏事務組合

7415 10 新広域市町村圏計画実施計画書 西遠地区新広域市町村圏計画　実施計画 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 6
西遠地区広域市
町村圏協議会

7416 1
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

判決 昭和５９年度 (収)昭59. 9.27
静岡地方裁判所
民事第２部

7416 2
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

証人調書 昭和５９年度 (収)昭59. 5.24
静岡地方裁判所
民事第２部

7416 3
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第５回口頭弁論） 昭和５９年度 (起)昭59. 7.25 土地対策課

7416 4
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第４回口頭弁論） 昭和５９年度 (起)昭59. 6.28 土地対策課

7416 5
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第３回口頭弁論） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.25 土地対策課

7416 6
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第２回口頭弁論） 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 1 土地対策課

7416 7
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

準備書面 昭和５８年度 (収)昭58.11.20 原告

7416 8
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第１回口頭弁論） 昭和５８年度 (起)昭58.12. 1 土地対策課

7416 9
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第８回準備手続） 昭和５８年度 (起)昭58.10.12 土地対策課

7416 10
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

準備書面における原告主張に対する答弁について 昭和５８年度 (起)昭58.10. 3 土地対策課
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7416 11
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第７回準備手続） 昭和５８年度 (起)昭58. 9. 6 土地対策課

7416 12
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第２回準備手続） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.17 土地対策課

7416 13
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第１回準備手続） 昭和５７年度 (起)昭57.11.29 土地対策課

7416 14
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

訴訟に係る指定代理人の選定について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.30
(決)昭57.10. 2
(施)昭57.10. 4

土地対策課

7416 15
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

市道指定無効等事件に係る委任契約について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.24

土地対策課

7416 16
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第５回準備手続） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.17 土地対策課

7416 17
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

昭和57年（行ウ）第10号市道指定無効等事件にお
ける準備書面について

昭和５８年度 (起)昭58. 6.13 土地対策課

7416 18
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第３回準備手続） 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 9 土地対策課

7416 19
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第４回準備手続） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.20 土地対策課

7416 20
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第２回準備手続） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.26 土地対策課

7416 21
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

市道の指定取消等請求事件に係る準備書面の提出
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.22
(決)昭57. 7.26
(施)昭57. 7.26

土地対策課

7416 22
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第１回準備手続） 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 7 土地対策課

7416 23
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第２回口頭弁論） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.24 土地対策課

7416 24
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

復命書（第１回口頭弁論） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.20 土地対策課

7416 25
行う10号市道指定無効等事件（伊
東市）

訴訟に係る答弁書の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 4
(決)昭57. 5. 6
(施)昭57. 5. 6

土地対策課

7417 1
開発区域内における建築等の制限
の解除について（国際リゾート
サービス）

開発区域内における建設等の制限の解除について 昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

土地対策課

7418 1 開発行為許可申請書（伊豆急行） 宅造関係の着手届進達について 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 7 熱海土木事務所

7418 2 開発行為許可申請書（伊豆急行）
未線引都市計画区域内における開発行為の許可に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.12.19
(決)昭60.12.24
(施)昭60.12.27

土地対策課

7419 1
開発行為許可申請書（はごろも缶
詰）

市街化調整区域内における開発行為の許可につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 7
(決)昭60. 8.10
(施)昭60. 8.10

土地対策課

7420 1
開発行為許可申請書（スギノマシ
ン）

未線引（工業地域）区域内における開発行為の許
可について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.23
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7. 8

土地対策課
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7421 1
開発行為許可申請書（小糸製作
所）

未線引都市計画（用途無指定）区域内における開
発行為の許可について

昭和６０年度
(起)昭60.12.19
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

土地対策課

7422 1
優良住宅新築認定申請書（中部ガ
ス不動産（株））

租税特別措置法に基づく優良住宅の認定について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

土地対策課

7423 1
優良住宅新築認定申請書（伊豆箱
根鉄道（株））

租税特別措置法に基づく優良住宅の認定について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.18
(施)昭61. 3.18

土地対策課

7424 1
都市計画道路事業認可（沼津市・
千本香貫山線）

都市計画事業の認可について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.12.15
(決)昭57.12.18
(施)昭57.12.24

都市整備課

7425 1
都市計画事業認可申請書（小山川
１号都市下水路）

都市計画事業認可について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56.10.17
(決)昭56.10.26
(施)昭56.10.30

下水道課

7426 1
都市計画事業認可申請書（青木都
市下水路）

都市計画事業認可について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.22
(決)昭57. 1.25
(施)昭57. 1.29

下水道課

7427 1
都市計画事業認可申請書（下俣下
水路）

都市計画事業認可について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 6
(決)昭56. 7.11
(施)昭56. 7.17

下水道課

7428 1 公営住宅管理関係定期報告
昭和56年度公営住宅管理関係定期報告の提出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.11
(決)昭57. 6.12
(施)昭57. 6.12

住宅企画課

7428 2 公営住宅管理関係定期報告 昭和56年度公営住宅管理関係定期報告について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.17
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.17

住宅企画課

7429 1
公営住宅家賃収入及び家賃対策補
助金精算請求

家賃収入補助金及び家賃対策補助金の精算請求に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.17
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.17

住宅企画課

7429 2
公営住宅家賃収入及び家賃対策補
助金精算請求

昭和56年度公営住宅家賃収入補助金の請求手続に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.27
(施)昭57. 3.27

住宅企画課

7429 3
公営住宅家賃収入及び家賃対策補
助金精算請求

昭和56年度公営住宅家賃収入補助金の交付決定に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.29

住宅企画課

7429 4
公営住宅家賃収入及び家賃対策補
助金精算請求

昭和56年度公営住宅家賃収入補助金の確定につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.29

住宅企画課

7430 1
会計検査関係（収入超過者等に関
する検査調書等）

収入超過者等に関する検査調書 昭和６０年度 住宅企画課

7430 2
会計検査関係（収入超過者等に関
する検査調書等）

高額所得者に関する検査調書 昭和６０年度 住宅企画課

7430 3
会計検査関係（収入超過者等に関
する検査調書等）

条例の整備状況等調書 昭和６０年度 住宅企画課

7430 4
会計検査関係（収入超過者等に関
する検査調書等）

公営住宅の団地概要調 昭和６０年度 住宅企画課

7430 5
会計検査関係（収入超過者等に関
する検査調書等）

定期報告の写し 昭和６０年度 住宅企画課

7431 1 財務会計事務処理要綱 電子計算組織による財務会計事務処理要綱 昭和５６年度 (施)昭57. 2.  
出納事務局会計
課

7431 2 財務会計事務処理要綱 電子計算組織による財務会計入力帳票作成要領 昭和５６年度
出納事務局会計
課

7431 3 財務会計事務処理要綱 財務会計システムコード表 昭和５６年度
出納事務局会計
課
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7431 4 財務会計事務処理要綱 財務会計電算移行に伴う質問事項 昭和５６年度
出納事務局会計
課

7432 1 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭巡回公演（秋季公演）能楽
公演実施報告書の進達について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 8
(決)昭56.12.11
(施)昭56.12.11

文化課

7432 2 昭和56年度移動芸術察巡回公演 復命書（移動芸術祭巡回公演） 昭和５６年度 (起)昭56.11.30 文化課

7432 3 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭巡回公演（秋季公演）邦舞
公演実施報告書の進達について

昭和５６年度
(起)昭56.10.13
(決)昭56.10.15
(施)昭56.10.15

文化課

7432 4 昭和56年度移動芸術察巡回公演 復命書（移動芸術祭秋季公演（邦舞）視察） 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 7 文化課

7432 5 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭邦舞公演の一部演目変更に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 8.13
(決)昭56. 8.14
(施)昭56. 8.14

文化課

7432 6 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭巡回公演（秋季公演）開催
計画書の進達について

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 7
(決)昭56. 8. 7
(施)昭56. 8. 7

文化課

7432 7 昭和56年度移動芸術察巡回公演
復命書（移動芸術祭春季公演（バレエ）準備・視
察）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.19 文化課

7432 8 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭巡回公演（春季公演）バレ
エ公演実施報告書の進達について

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 9
(決)昭56. 7.10
(施)昭56. 7.10

文化課

7432 9 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭・同巡回公演（秋季公演）
の開催について（通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 4
(決)昭56. 7. 8
(施)昭56. 7. 8

文化課

7432 10 昭和56年度移動芸術察巡回公演 復命書（移動芸術祭打合せ（秋季）） 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 5 文化課

7432 11 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭・同巡回公演（秋季公演）
打合せ会の開催について（回答）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.13
(決)昭56. 5.18
(施)昭56. 5.18

文化課

7432 12 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭・同巡回公演（秋季公演）
打合せ会の開催について（通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 7
(決)昭56. 5. 9
(施)昭56. 5. 9

文化課

7432 13 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭・同巡回公演（春季公演）
開催計画書の進達について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.23
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.24

文化課

7432 14 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和55年度移動芸術祭・同巡回公演に対する県負
担について（回答）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.14
(決)昭56. 4.17
(施)昭56. 4.17

文化課

7432 15 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭・同巡回公演（春季公演）
の開催について（通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.11
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.13

文化課

7432 16 昭和56年度移動芸術察巡回公演 復命書（移動芸術祭（春季）打合せ会） 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 5 文化課

7432 17 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭・同巡回公演及び同春季公
演打合せ会の開催について（回答）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.13
(決)昭56. 1.16
(施)昭56. 1.16

文化課

7432 18 昭和56年度移動芸術察巡回公演
昭和56年度移動芸術祭・同巡回公演及び同春季公
演打合せ会の開催について（通知）

昭和５５年度
(起)昭56. 1. 5
(決)昭56. 1. 6
(施)昭56. 1. 6

文化課

7433 1 少年の主張
昭和60年度静岡県「少年の主張」実施要綱につい
て（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 4.17
(施)昭60. 4.20

婦人青少年課

7433 2 少年の主張
昭和60年度静岡県「少年の主張」原稿募集ポス
ターの作成について（送付）

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5.20

婦人青少年課
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7433 3 少年の主張
昭和60年度「少年の主張」賞状及び記念品の作成
について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.24
(決)昭60. 7. 4

婦人青少年課

7433 4 少年の主張
昭和60年度「少年の主張」のトロフィー・楯・メ
ダルについて（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 1 婦人青少年課

7433 5 少年の主張
昭和60年度「少年の主張」静岡県大会の実施につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.14
(決)昭60. 7.22
(施)昭60. 7.23

婦人青少年課

7433 6 少年の主張
昭和60年度「少年の主張」静岡県大会プログラム
の作成について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.18 婦人青少年課

7433 7 少年の主張
復命書（昭和60年度「少年の主張」中部地区大会
について）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.26 婦人青少年課

7433 8 少年の主張
昭和60年度「少年の主張」静岡県大会の看板作成
について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.26
(決)昭60. 7.30

婦人青少年課

7433 9 少年の主張
昭和60年度少年の主張作品募集要綱について（回
答）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.31
(決)昭60. 8. 1
(施)昭60. 8. 1

婦人青少年課

7433 10 少年の主張 復命書（「少年の主張」中部地区大会） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.12 婦人青少年課

7433 11 少年の主張 復命書（「少年の主張」西部大会） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.12 婦人青少年課

7433 12 少年の主張 復命書（「少年の主張」東部地区大会） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 4 婦人青少年課

7433 13 少年の主張
「少年の主張」静岡県大会の審査基準及び発表順
について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60. 8.12 婦人青少年課

7433 14 少年の主張
昭和60年度「少年の主張」静岡県大会開催につい
て（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.23

婦人青少年課

7433 15 少年の主張
昭和60年度「少年の主張」静岡県大会部長あいさ
つ文について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.26
(決)昭60. 9. 2

婦人青少年課

7433 16 少年の主張
昭和60年度「少年の主張全国大会」静岡県代表の
推薦について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.20
(決)昭60. 9.24
(施)昭60. 9.24

婦人青少年課

7433 17 少年の主張
昭和60年度第７回「少年の主張」静岡県大会発表
文集の作成について（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60.11. 5 婦人青少年課

7433 18 少年の主張
昭和60年度「少年の主張全国大会」参加賞（賞
状）の送付について

昭和６０年度
(起)昭60.12.10
(決)昭60.12.11

婦人青少年課

7434 1 青少年育成国民運動地方事業
昭和59年度青少年健全育成対策費補助金（青少年
育成国民運動地方事業補助金）等に係る事業計画
書の提出について（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.29
(決)昭59. 3. 1
(施)昭59. 3. 2

婦人青少年課

7434 2 青少年育成国民運動地方事業
青少年育成国民推進事業補助金に係る事業案の作
成について（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.15
(決)昭59. 5.17
(施)昭59. 5.18

婦人青少年課

7434 3 青少年育成国民運動地方事業
青少年育成国民運動推進地方事業補助金に係る事
業案の作成について（回答）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.22
(決)昭59. 5.23
(施)昭59. 5.24

婦人青少年課

7434 4 青少年育成国民運動地方事業
昭和59年度青少年健全育成対策費補助金（地方事
業補助金）の交付申請書の提出について（うかが
い）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.29 婦人青少年課
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7434 5 青少年育成国民運動地方事業
昭和59年度青少年健全育成対策費補助金（地方事
業補助金）請求書の送付について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 1
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.10. 1

婦人青少年課

7434 6 青少年育成国民運動地方事業
昭和59年度青少年健全育成対策費補助金（地方事
業補助金）に係る補助事業の実績報告書の提出に
ついて（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.24
(施)昭60. 5.24

婦人青少年課

7435 1
昭和57年度事務決済規程・許認可
事務処理規程改正

静岡県事務決済規程の改正について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 2. 1
(施)昭58. 2. 1

人事課

7435 2
昭和57年度事務決済規程・許認可
事務処理規程改正

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.  
(決)昭57. 6.29
(施)昭57. 6.29

人事課

7435 3
昭和57年度事務決済規程・許認可
事務処理規程改正

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.26
(決)昭57. 2.27
(施)昭57. 3. 1

人事課

7436 1
昭和58年度事務決済規程・許認可
事務処理規程改正

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.14
(決)昭59. 2.16
(施)昭59. 2.16

人事課

7436 2
昭和58年度事務決済規程・許認可
事務処理規程改正

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1
(施)昭58. 4. 1

人事課

7437 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅電気
工事

昭和56年度地方共済組合住宅建設工事変更につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 8

住宅建設課

7437 2
昭和56年度静岡沓谷職員住宅電気
工事

入札執行伺 昭和５６年度 (起)昭56. 8. 6 住宅建設課

7438 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅電気
工事（請負契約書）

建設工事請負契約書 昭和５６年度 (施)昭56. 9. 7 住宅建設課

7438 2
昭和56年度静岡沓谷職員住宅電気
工事（請負契約書）

建設工事変更請負契約書 昭和５６年度 (施)昭57. 2.10 住宅建設課

7439 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅汚水
処理施設建設工事

昭和56年度地方職員共済組合職員住宅建設工事変
更について

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 3 住宅建設課

7439 2
昭和56年度静岡沓谷職員住宅汚水
処理施設建設工事

入札執行伺 昭和５６年度 (起)昭56.10. 9 住宅建設課

7440 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅汚水
処理施設建設工事請負契約書

建設工事請負契約書 昭和５６年度 (起)昭56.10.28 住宅建設課

7441 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅汚水
処理施設建設工事変更請負契約書

建設工事変更請負契約書 昭和５６年度 (施)昭57. 2.10 住宅建設課

7442 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅衛生
工事

昭和56年度地方職員共済組合職員住宅建設工事変
更について

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 3 住宅建設課

7442 2
昭和56年度静岡沓谷職員住宅衛生
工事

入札執行伺 昭和５６年度 (起)昭56. 8. 6 住宅建設課

7443 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅衛生
工事建設工事請負契約書

建設工事請負契約書 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 7 住宅建設課

7444 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅衛生
工事建設工事変更請負契約書

建設工事変更請負契約書 昭和５６年度 (施)昭57. 2.10 住宅建設課

7445 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅建築
工事

入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.30

住宅建築課
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7446 1
静岡沓谷職員住宅建築工事変更そ
の１

昭和56年度地方職員共済組合職員住宅建設工事変
更について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 8

住宅建築課

7447 1
静岡沓谷職員住宅建築工事変更そ
の２

昭和56年度地方職員共済組合職員住宅建設工事変
更について

昭和５６年度
(起)昭56.11. 9
(決)昭56.11.11
(施)昭56.11.12

住宅建築課

7448 1
静岡沓谷職員住宅建築工事請負契
約書その１

建設工事変更請負契約書 昭和５６年度 (施)昭57. 2.10 住宅建築課

7449 1
静岡沓谷職員住宅建築工事請負契
約書その２

建設工事変更請負契約書 昭和５６年度 (施)昭56.11.16 住宅建築課

7450 1
静岡沓谷職員住宅建築工事請負契
約書その３

建設工事請負契約書 昭和５６年度 (施)昭56. 8. 6 住宅建築課

7451 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅開発
行為事前協議書他申請書等

開発行為事前協議の結果について（協議） 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 3
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

建築住宅課

7451 2
昭和56年度静岡沓谷職員住宅開発
行為事前協議書他申請書等

し尿処理施設設置調書の提出について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.26
(決)昭56. 7.29
(施)昭56. 7.29

建築住宅課

7451 3
昭和56年度静岡沓谷職員住宅開発
行為事前協議書他申請書等

適合証明書の提出について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 1
(決)昭56. 7. 3
(施)昭56. 7. 6

建築住宅課

7451 4
昭和56年度静岡沓谷職員住宅開発
行為事前協議書他申請書等

開発行為事前協議願の提出について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 8
(決)昭56. 5.11
(施)昭56. 5.11

建築住宅課

7452 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅畳工
事設計書

完成届出書 昭和５６年度
(起)昭57. 3.15
(決)昭57. 3.15
(施)昭57. 3.15

建築住宅課

7452 2
昭和56年度静岡沓谷職員住宅畳工
事設計書

静岡沓谷職員住宅畳工事現場説明事項の配布につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.10.22
(決)昭56.10.23
(施)昭56.10.23

建築住宅課

7453 1 静岡沓谷職員住宅計画関係書 報告書 昭和５６年度
（株）建設コン
サルタントセン
ター

7454 1
静岡沓谷職員住宅汚水処理施設建
設工事その２

完成届出書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.16
静岡ドリコ株式
会社

7454 2
静岡沓谷職員住宅汚水処理施設建
設工事その２

設計変更指示書 昭和５６年度 (起)昭56.12. 7 建築住宅課

7454 3
静岡沓谷職員住宅汚水処理施設建
設工事その２

工程表 昭和５６年度 (収)昭56.11. 5
静岡ドリコ株式
会社

7454 4
静岡沓谷職員住宅汚水処理施設建
設工事その２

下請負人通知書 昭和５６年度 (収)昭56.10.28
静岡ドリコ株式
会社

7454 5
静岡沓谷職員住宅汚水処理施設建
設工事その２

昭和56年度静岡沓谷職員住宅汚水処理施設建設工
事現場説明事項の配布について

昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.21
(施)昭56.10.22

建築住宅課

7454 6
静岡沓谷職員住宅汚水処理施設建
設工事その２

指名業者参考意見表の作成について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 6
(施)昭56.10. 6

建築住宅課

7455 1
昭和56年度静岡沓谷職員住宅汚水
処理施設建設工事

竣工図 昭和５６年度
静岡ドリコ株式
会社

7456 1
静岡沓谷職員住宅テレビ受信状況
調査

テレビ受信状況調査報告書 昭和５６年度
ＤＸアンテナ株
式会社
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7457 1
静岡沓谷職員住宅電気工事試験成
績表

静岡沓谷職員住宅電気工事引渡書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.26
西部電気株式会
社

7458 1
静岡沓谷職員住宅汚水処理施設建
設工事各種成績表

汚水処理施設建設工事各種成績表引渡書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.26
静岡ドリコ株式
会社

7459 1
静岡沓谷職員住宅建設工事各種書
類その１

防蟻処理保証書 昭和５６年度 (収)昭56.12.25
不二化成品株式
会社

7459 2
静岡沓谷職員住宅建設工事各種書
類その１

放水工事材料納品、施行要領書、保証書 昭和５６年度 (収)昭56.12.10
松本工業株式会
社

7459 3
静岡沓谷職員住宅建設工事各種書
類その１

軽鉄天井下地材料検査証明書 昭和５６年度 (収)昭56.12.22
日本建工株式会
社

7459 4
静岡沓谷職員住宅建設工事各種書
類その１

物置鉄骨材料検査証明書 昭和５５年度 (収)昭56. 1.27
丸一鋼管株式会
社

7459 5
静岡沓谷職員住宅建設工事各種書
類その１

側溝工事 昭和５６年度 (収)昭56.11.11
伏見建設株式会
社

7460 1
静岡沓谷職員住宅建設工事各種書
類その２

コンクリート配合及び強度試験成績報告書 昭和５６年度 (収)昭56.11.18
伏見建設株式会
社

7460 2
静岡沓谷職員住宅建設工事各種書
類その２

杭巧工事計画書・報告書 昭和５６年度 (収)昭56. 8.  
伏見建設株式会
社

7461 1
静岡沓谷職員住宅建築工事使用材
料承認願及び品質検査報告書

使用材料承認願 昭和５６年度 (収)昭57. 1. 7
伏見建設株式会
社

7462 1
静岡沓谷職員住宅衛生工事試験結
果報告書その１

管機密試験報告書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.23
静岡瓦斯株式会
社

7463 1
静岡沓谷職員住宅衛生工事試験結
果報告書その２

引渡書 昭和５６年度 (収)昭57. 3.26
株式会社大和配
管工業所

7464 1 静岡沓谷職員住宅建築工事設計書 指名業者参考意見表の作成について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.21
(決)昭56. 7.22
(施)昭56. 7.22

住宅建設課

7464 2 静岡沓谷職員住宅建築工事設計書
昭和56年度静岡沓谷職員住宅建築工事現場説明事
項の配布について

昭和５６年度 (起)昭56. 8.10 住宅建設課

7464 3 静岡沓谷職員住宅建築工事設計書 昭和56年度静岡沓谷職員住宅建築工事について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.19
(決)昭56. 8.20
(施)昭56. 8.20

住宅建設課

7464 4 静岡沓谷職員住宅建築工事設計書
設計変更指示（昭和56年度書静岡沓谷職員住宅建
設工事）

昭和５６年度 (施)昭56.11. 1
静岡東土木事務
所

7465 1 静岡沓谷職員住宅電気工事設計書
完成届出書（昭和56年度静岡沓谷職員住宅電気工
事）

昭和５６年度 (収)昭57. 3.16
西部電気株式会
社

7465 2 静岡沓谷職員住宅電気工事設計書
設計変更指示書（昭和56年度静岡沓谷職員住宅電
気工事）

昭和５６年度 (施)昭56.12. 5
静岡東土木事務
所

7465 3 静岡沓谷職員住宅電気工事設計書
昭和56年度静岡沓谷職員住宅電気工事現場説明事
項の配布について

昭和５６年度 (起)昭56. 8.24 住宅建設課

7465 4 静岡沓谷職員住宅電気工事設計書 指定業者参考意見表の作成について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 5
(決)昭56. 8. 6
(施)昭56. 8. 6

住宅建設課

7466 1
静岡沓谷職員住宅確認書（第１号
棟）

確認済証 昭和５６年度 (収)昭57. 3.23 建築主事
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7466 2
静岡沓谷職員住宅確認書（第１号
棟）

確認通知書（建物） 昭和５６年度 (収)昭56. 9. 5 建築主事

7467 1
静岡沓谷職員住宅確認書（第２号
棟）

確認済証 昭和５６年度 (収)昭57. 3.23 建築主事

7467 2
静岡沓谷職員住宅確認書（第２号
棟）

確認通知書（建物） 昭和５６年度 (収)昭56. 9. 5 建築主事

7468 1 静岡沓谷職員住宅設計資料 昭和56年度静岡沓谷職員住宅建築工事設計内訳書 昭和５６年度 住宅建設課

7468 2 静岡沓谷職員住宅設計資料
現場説明書（昭和56年度静岡沓谷職員住宅汚水処
理施設建設工事）

昭和５６年度 (施)昭56.10.22 住宅建設課

7468 3 静岡沓谷職員住宅設計資料
現場説明書（昭和56年度静岡沓谷職員住宅衛生工
事）

昭和５６年度 (施)昭56. 8.25 住宅建設課

7468 4 静岡沓谷職員住宅設計資料
現場説明書（昭和56年度静岡沓谷職員住宅建築工
事）

昭和５６年度 (施)昭56. 8.11 住宅建設課

7469 1
静岡沓谷職員住宅中高層建築物給
水計画書

中高層建築物給水計画について（回答） 昭和５６年度 (収)昭56. 9. 9 静岡市水道局

7470 1 静岡沓谷職員住宅衛生工事設計書 完成届（昭和56年度静岡沓谷職員住宅衛生工事） 昭和５６年度 (収)昭57. 3.16 大和配管工業所

7470 2 静岡沓谷職員住宅衛生工事設計書
設計変更指示書（昭和56年度静岡沓谷職員住宅衛
生工事）

昭和５６年度 (施)昭57. 2. 1
静岡東土木事務
所

7470 3 静岡沓谷職員住宅衛生工事設計書
静岡沓谷職員住宅衛生工事現場説明事項の配付に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56. 8.24 住宅建設課

7470 4 静岡沓谷職員住宅衛生工事設計書 指名業者参考意見表の作成について（依頼） 昭和５６年度 (起)昭56. 8. 5 住宅建設課

7471 1 静岡沓谷職員住宅畳工事 引渡書（昭和56年度静岡沓谷職員住宅畳工事） 昭和５６年度 (収)昭57. 3.26
静岡室内装備畳
協同組合長

7472 1 静岡沓谷職員住宅衛生工事竣工図 静岡沓谷職員住宅衛生工事竣工図 昭和５６年度
(株)大和配管工
業所

7473 1 静岡沓谷職員住宅電気工事竣工図 静岡沓谷職員住宅電気工事竣工図 昭和５６年度 西部電気(株)

7474 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
工事

入札執行伺（昭和57年度沼津三園職員住宅建築工
事）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.26 住宅建設課

7475 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
工事変更

昭和57年度共済住宅工事設計変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2. 2

住宅建設課

7476 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
工事写真帳

昭和57年度沼津三園職員住宅建築工事写真帳 昭和５７年度
大岡建設工業株
式会社

7477 1
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事変更起案書

昭和57年度共済住宅工事設計変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 1
(決)昭58. 2. 1

住宅建設課

7478 1
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事

入札執行伺（昭和57年度沼津三園職員住宅電気工
事）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.21 住宅建設課

7479 1
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事設計書

設計変更指示書 昭和５７年度 (施)昭58. 1.14 住宅建設課
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7479 2
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事設計書

工程表 昭和５７年度 (収)昭57. 9.28
有限会社サンエ
ス電工

7479 3
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事設計書

昭和57年度沼津三園職員住宅電気工事現場説明書
の配布について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.31
(決)昭57. 9. 2
(施)昭57. 9. 2

住宅建設課

7479 4
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事設計書

指名参考意見表の作成について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.11
(決)昭57. 8.11

住宅建設課

7480 1
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事写真集

昭和57年度沼津三園職員住宅電気工事写真集 昭和５７年度 住宅建設課

7481 1
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事請負契約書

建設工事請負契約書 昭和５７年度 (施)昭57. 9.20 住宅建設課

7482 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
工事契約書

建設工事請負契約書 昭和５７年度 (施)昭57. 8.20 住宅建設課

7483 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建造
物によるテレビ受信障害調査報告
書（事後）

受信状況調査結果表 昭和５７年度 (施)昭58. 2.26
日本アンテナ株
式会社

7484 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建造
物によるテレビ受信障害調査報告
書（事前）

電波障害調査報告書（事前） 昭和５７年度 (施)昭57. 9.28
日本アンテナ株
式会社

7485 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建設
工事地質調査委託

調査報告書 昭和５７年度
株式会社グラン
ドリサーチ

7486 1
昭和57年度沼津三園職員住宅衛生
工事

入札執行伺 昭和５７年度
(起)昭57. 8.21
(決)昭57. 8.21

住宅建設課

7487 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
確認通知書、同上検査済証

検査済証 昭和５７年度 (収)昭58. 3.18 沼津市建築主事

7487 2
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
確認通知書、同上検査済証

確認通知書 昭和５７年度 (収)昭57. 8.27 沼津市建築主事

7488 1
昭和57年度沼津三園職員住宅工事
写真帳（衛生）

昭和57年度沼津三園職員住宅衛生工事 昭和５７年度 (収)昭58. 3.15
株式会社富士根
産業

7489 1
昭和57年度沼津三園職員住宅工事
写真帳（外構）

昭和57年度沼津三園職員住宅建設工事（植栽工
事）

昭和５７年度 (収)昭58. 3.  
大岡建設工業株
式会社

7490 1
昭和57年度沼津三園職員住宅衛生
工事請負契約書

昭和57年度沼津三園職員住宅衛生工事請負契約書 昭和５７年度 (起)昭57. 9.20
地方職員共済組
合静岡支部

7491 1
昭和57年度沼津三園職員住宅電気
工事完成書類

昭和57年度沼津三園職員住宅電気工事完成書類 昭和５７年度 (収)昭58. 3.15 サンエス電工

7492 1
昭和57年度沼津三園職員住宅衛生
工事完成書類

昭和57年度沼津三園職員住宅衛生工事完成書類 昭和５７年度 (収)昭58. 3.24
株式会社富士根
産業

7493 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
工事完成書類

昭和57年度沼津三園職員住宅建築工事完成書類 昭和５７年度 (収)昭58. 3.15
大岡建設工業株
式会社

7494 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
工事第１回設計変更

昭和57年度地方職員共済組合職員住宅工事設計変
更について

昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.25

住宅建設課

7495 1
昭和57年度沼津三園職員住宅衛生
工事変更

昭和57年度地方職員共済組合職員住宅工事設計変
更について（衛生工事）

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 7 住宅建設課
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7496 1
昭和57年度沼津三園職員住宅建築
工事第２回設計変更

建設工事変更請負契約書 昭和５７年度 (施)昭58. 2.12 住宅建設課

7497 1
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事設計書

昭和59年度東京山王職員住宅建築工事第２回変更
設計書

昭和５９年度 住宅建設課

7497 2
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事設計書

昭和59年度東京山王職員住宅建築工事設計書 昭和５９年度 住宅建設課

7497 3
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事設計書

昭和59年度東京山王職員住宅電気工事変更設計書 昭和５９年度 住宅建設課

7497 4
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事設計書

昭和59年度東京山王職員住宅電気工事設計書 昭和５９年度 住宅建設課

7497 5
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事設計書

昭和59年度東京山王職員住宅衛生工事第二回変更
設計書

昭和５９年度 住宅建設課

7497 6
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事設計書

昭和59年度東京山王職員住宅衛生工事変更設計書 昭和５９年度 住宅建設課

7497 7
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事設計書

昭和59年度東京山王職員住宅衛生工事設計書 昭和５９年度 住宅建設課

7498 1
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事設計変更

昭和59年度東京山王職員住宅建築設工事の設計変
更について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.26
(施)昭60. 2.26

住宅建設課

7499 1
昭和58年度東京山王職員住宅電波
障害調査委託（事前）その２

委託業務完了検査復命書 昭和５８年度
(起)昭59. 3.17
(決)昭59. 3.17
(施)昭59. 3.17

住宅建設課

7499 2
昭和58年度東京山王職員住宅電波
障害調査委託（事前）その２

随意契約執行伺 昭和５８年度 (起)昭59. 2. 3 住宅建設課

7500 1
昭和59年度東京山王職員住宅電気
工事入札執行伺

入札執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 8
(決)昭59. 6.15

住宅建設課

7501 1
昭和59年度東京山王職員住宅衛生
工事完成写真

完成写真集 昭和５９年度 住宅建設課

7502 1
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事竣工写真帳

竣工写真長 昭和６０年度 住宅建設課

7503 1
昭和59年度東京山王職員住宅電気
工事竣工写真

完成写真集 昭和６０年度 住宅建設課

7504 1
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事完成写真　No.１

昭和59年度東京山王職員住宅建築工事 昭和６０年度 (収)昭60. 5. 7 株式会社石井組

7505 1
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事完成写真　No.２

昭和59年度東京山王職員住宅建築工事 昭和６０年度 (収)昭60. 5. 7 株式会社石井組

7506 1
昭和59年度東京山王職員住宅電気
工事竣工図

昭和59年度東京山王職員住宅電気工事 昭和６０年度 (収)昭60. 5.  株式会社石井組

7507 1
昭和59年度東京山王職員住宅衛生
工事竣工図

昭和59年度東京山王職員住宅衛生工事 昭和６０年度 (収)昭60. 5.  
株式会社岡田工
事部

7508 1
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事竣工図

昭和59年度東京山王職員住宅建築工事 昭和６０年度 (収)昭60. 5.  株式会社石井組

7509 1
昭和58年度東京山王職員住宅電波
障害調査委託

委託業務完了検査復命書 昭和５８年度 (起)昭58.12.26 住宅建設課
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7510 1
昭和58年度東京山王職員住宅設計
委託

委託業務完了検査復命書 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 2 住宅建設課

7510 2
昭和58年度東京山王職員住宅設計
委託

昭和58年度設計委託設計変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 6
(決)昭59. 2. 7
(施)昭59. 2. 8

住宅建設課

7511 1
昭和59年度東京山王職員住宅衛生
工事設計変更

昭和59年度東京山王職員住宅衛生工事の設計変更
について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.26
(施)昭60. 2.26

住宅建設課

7512 1
昭和59年度東京山王職員住宅電気
工事設計変更

昭和59年度東京山王職員住宅電気工事の設計変更
について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.26
(施)昭60. 2.26

住宅建設課

7513 1
昭和59年度東京山王職員住宅建築
工事第２回設計変更

昭和59年度東京山王職員住宅建築工事の第２回設
計変更について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 8
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

住宅建設課

7514 1
昭和59年度東京山王職員住宅衛生
工事第２回設計変更

昭和59年度東京山王職員住宅衛生工事の第２回設
計変更について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 8
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

住宅建設課

7515 1
昭和59年度東京山王職員確認消防
検査合格

山王職員住宅について（供覧） 昭和６０年度 (収)昭60.10.21 住宅課

7516 1
昭和59年度東京山王職員住宅工事
用アルバム

昭和59年度東京山王職員住宅電気工事 昭和６０年度 (収)昭60. 5. 7
株式会社電工社
三島支店

7517 1
昭和59年度東京山王職員住宅引継
書

昭和59年度東京山王職員住宅　引継書 昭和６０年度 (収)昭60. 5.28 住宅課

7518 1
東京山王職員住宅建設関係綴　２
－１

工事施行者届 昭和５９年度 (施)昭59. 8.30
地方職員共済組
合静岡県支部

7518 2
東京山王職員住宅建設関係綴　２
－１

確認通知書 昭和５９年度 (収)昭59. 8. 2
東京都大田区建
築主事

7519 1
東京山王職員住宅建設関係綴　２
－２

確認通知書（続き） 昭和５９年度 (収)昭59. 8. 2
東京都大田区建
築主事

7520 1
東京山王職員住宅建築工事請負契
約書

建設工事請負契約書 昭和５９年度 (施)昭59. 7.19 住宅建設課

7521 1
東京山王職員住宅電気工事請負契
約書

建設工事請負契約書 昭和５９年度 (施)昭59. 7.19 住宅建設課

7522 1
東京山王職員住宅建築工事入札執
行伺

竣工検査の申請について 昭和６０年度 (起)昭60. 5. 7 住宅課

7522 2
東京山王職員住宅建築工事入札執
行伺

入札執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 8
(決)昭59. 6.15

住宅建設課

7523 1
東京山王職員住宅衛生工事入札執
行伺

入札執行伺 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 8
(決)昭59. 6.15

住宅建設課

7524 1
東京山王職員住宅衛生工事請負契
約書

昭和59年度東京山王職員住宅衛生工事請負契約書 昭和５９年度 (施)昭59. 7.19
地方職員共済組
合静岡県支部

7525 1
東京山王職員住宅変更請負契約書
（建築１）

建設工事変更請負契約書（昭和59年度東京山王職
員住宅建築工事）

昭和５９年度 (施)昭60. 2.26
地方職員共済組
合静岡県支部

7526 1
東京山王職員住宅変更請負契約書
（建築２）

建設工事変更請負契約書（昭和59年度東京山王職
員住宅建築工事）

昭和６０年度 (施)昭60. 4.10
地方職員共済組
合静岡県支部

7527 1
東京山王職員住宅変更請負契約書
（電気）

建設工事変更請負契約書（昭和59年度東京山王職
員住宅電気工事）

昭和５９年度 (施)昭60. 2.26
地方職員共済組
合静岡県支部

444 ページ



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

7528 1
東京山王職員住宅変更請負契約書
（衛生１）

建設工事変更請負契約書（昭和59年度東京山王職
員住宅衛生工事）

昭和５９年度 (施)昭60. 2.26
地方職員共済組
合静岡県支部

7529 1
東京山王職員住宅変更請負契約書
（衛生２）

建設工事変更請負契約書（昭和59年度東京山王職
員住宅衛生工事）

昭和６０年度 (施)昭60. 4.10
地方職員共済組
合静岡県支部

7530 1 東京山王職員住宅地質調査報告書 地質調査報告書 昭和５８年度
東洋地研株式会
社

7531 1 東京山王職員住宅管理委託 委託業務完了検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60. 5.20 住宅課

7531 2 東京山王職員住宅管理委託
昭和59年度東京山王職員住宅建設工事管理委託変
更設計について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.26
(施)昭60. 2.26

住宅建設課

7531 3 東京山王職員住宅管理委託
随意契約執行伺（昭和59年度東京山王職員住宅建
設工事管理委託）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.17
(決)昭59. 7.17

住宅建設課

7532 1
東京山王職員住宅建造物によるテ
レビ受信障害調査報告書（事前
１）

昭和58年度山王職員住宅電波障害調査（事前） 昭和５８年度 (収)昭58.12.  ホーチキ(株)

7533 1
東京山王職員住宅建造物によるテ
レビ受信障害調査報告書（事前
２）

昭和58年度山王職員住宅電波障害調査（事前）－
その２

昭和５８年度 (収)昭59. 3.  ホーチキ(株)

7534 1 管理改善調査 管理改善に関する調査について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.27 市町村課

7534 2 管理改善調査 管理改善に関する調査について（報告） 昭和５７年度
(起)昭57.10.22
(決)昭57.10.22
(施)昭57.10.23

市町村課

7535 1
市町村長への権限委譲調査　No.
１

土採取等規制条例関係資料 昭和５７年度
静岡県都市住宅
部

7536 1
市町村長への権限委譲調査　No.
２

市町村長に対する権限委譲について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.17
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.20

市町村課

7536 2
市町村長への権限委譲調査　No.
２

風致地区市条例集（昭和52年３月）
静岡県都市住宅
部

7536 3
市町村長への権限委譲調査　No.
２

許認可権限の市町村への移譲について 昭和５４年度
(起)昭54.11. 7
(決)昭54.11. 9
(施)昭54.11. 9

市町村課

7536 4
市町村長への権限委譲調査　No.
２

許認可事務等の権限委譲について 昭和５３年度
(起)昭54. 2.10
(決)昭54. 2.16
(施)昭54. 2.16

市町村課

7536 5
市町村長への権限委譲調査　No.
２

市町村長に権限委譲が可能な許認可事務に関する
調査結果について

昭和５３年度
(起)昭53.12.18
(決)昭53.12.19
(施)昭53.12.19

市町村課

7536 6
市町村長への権限委譲調査　No.
２

知事の権限に属する許認可等事務を市町村長に移
譲することについて

昭和５３年度
(起)昭53.11.29
(決)昭53.11.29
(施)昭53.11.30

市町村課

7537 1 昭和56年度境界変更
榛原郡金谷町と小笠郡菊川町との境界変更につい
て（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 2.10
(施)昭57. 3.29

市町村課

7537 2 昭和56年度境界変更
榛原郡金谷町と小笠郡菊川町との境界変更に係る
現地調査について（復命）

昭和５６年度 (起)昭57. 1.25 市町村課

7537 3 昭和56年度境界変更
小笠郡大須賀町と磐田郡浅羽町との境界変更につ
いて（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 9. 9
(施)昭56.10.19

市町村課
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7537 4 昭和56年度境界変更
浅羽町と大須賀町との境界変更に係る現地調査に
ついて（復命）

昭和５６年度 (起)昭56. 7.27 市町村課

7537 5 昭和56年度境界変更
議決書謄本及び会議録抄本の交付について（依
頼）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.10
(施)昭56. 7.10

市町村課

7537 6 昭和56年度境界変更 浜松市と浜北市との境界変更について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 5.22
(決)昭56. 5.28
(施)昭56. 7.14

市町村課

7537 7 昭和56年度境界変更
浜松市と浜北市との境界変更に係る現地調査につ
いて（復命）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.19
(決)昭56. 5.22

市町村課

7538 1 昭和57年度境界変更 磐田市と袋井市との境界変更について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.11. 4
(決)昭57.11.24

市町村課

7538 2 昭和57年度境界変更
袋井市と磐田市との境界変更に係る現地調査につ
いて（復命）

昭和５７年度 (起)昭57.11. 4 市町村課

7538 3 昭和57年度境界変更
周智郡森町と磐田郡豊岡村との境界変更について
（うかがい）

昭和５７年度
(起)昭57.10.19
(決)昭57.11.24

市町村課

7538 4 昭和57年度境界変更
周智郡森町と磐田郡豊岡村との境界変更に係る現
地調査について（復命）

昭和５７年度 (起)昭57.10.19 市町村課

7538 5 昭和57年度境界変更
袋井市と周智郡森町との境界変更について（うか
がい）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.19
(決)昭57. 5.29

市町村課

7538 6 昭和57年度境界変更
袋井市と周智郡森町との境界変更に係る現地調査
について（復命）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.19 市町村課

7539 1
県の助成した施設実態調査（集会
集合施設・広場等）

集会施設広場実態調査及び県が助成を行ったコ
ミュニティ施設実態調査報告書の送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 3
(決)昭57. 8. 3

地域振興課

7539 2
県の助成した施設実態調査（集会
集合施設・広場等）

集会施設広場実態調査及び県が助成を行ったコ
ミュニティ施設実態調査報告書について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.10
(決)昭57. 2.10

地域振興課

7539 3
県の助成した施設実態調査（集会
集合施設・広場等）

集会施設・広場等実態調査結果の概要について
（送付）

昭和５６年度 (起)昭56.12.21 地域振興課

7539 4
県の助成した施設実態調査（集会
集合施設・広場等）

集会施設・広場実態調査及び県が助成を行ったコ
ミュニティ施設実態調査の電子計算処理について

昭和５６年度 (起)昭56. 6.26 地域振興課

7539 5
県の助成した施設実態調査（集会
集合施設・広場等）

コミュニティ施設等実態調査について（うかが
い）

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 5

地域振興課

7540 1 昭和57年度震災対策現況調査 震災対策現況調査のための職員派遣について 昭和５７年度 (収)昭57. 7.12
消防庁震災対策
指導室長

7540 2 昭和57年度震災対策現況調査
消防庁震災対策現況調査おける調査表の送付につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.14
(決)昭57. 7.15
(施)昭57. 7.15

消防防災課

7541 1
大震火災対策施設等整備費補助事
業実績報告書　西伊豆町

昭和57年度大震火災対策施設等整備費補助事業実
績報告書

昭和５７年度 (収)昭58. 3.31 西伊豆町

7542 1
大震火災対策施設等整備費補助事
業実績報告書　袋井市

昭和57年度大震火災対策施設等整備費補助事業実
績報告書

昭和５７年度 (収)昭58. 3.16 袋井市

7543 1 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（焼津水産科学工業株式会社
榛原工場）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.18
(決)昭58. 1.20
(施)昭58. 1.20

消防防災課

7543 2 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（日本楽器製造株式会社豊岡
工場）

昭和５７年度
(起)昭57.12.17
(決)昭57.12.21
(施)昭57.12.21

消防防災課
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7543 3 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（東邦ベスロン株式会社三島
工場）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 3.28

消防防災課

7543 4 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（豊和繊維工業株式会社磐田
工場）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 3
(決)昭56.12. 4
(施)昭56.12. 4

消防防災課

7543 5 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（日本ビクター株式会社藤枝
工場）

昭和５７年度
(起)昭57.11. 2
(決)昭57.11. 9
(施)昭57.11. 9

消防防災課

7543 6 危害予防規程の認可（その１） 危害予防規程認可書（日本自動変速機株式会社） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.30
(決)昭57. 9.10
(施)昭57. 9.10

消防防災課

7543 7 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（兼松油槽株式会社大井川Ｌ
ＰＧ基地）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.23
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

消防防災課

7543 8 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（松下電池工業株式会社蓄電
池事業部浜名湖工場）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.21
(決)昭57. 8.23
(施)昭57. 8.23

消防防災課

7543 9 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（矢崎計器株式会社島田製作
所）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.21
(施)昭57. 4.21

消防防災課

7543 10 危害予防規程の認可（その１） 危害予防規程認可書（鈴木自動車工業株式会社） 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4.13
(施)昭57. 4.13

消防防災課

7543 11 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（御殿場テトラパック株式会
社御殿場工場）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4.13
(施)昭57. 4.13

消防防災課

7543 12 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（株式会社東洋ベアリング磐
田製作所）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4.13
(施)昭57. 4.13

消防防災課

7543 13 危害予防規程の認可（その１）
危害予防規程認可書（富士紡績株式会社小山工
場）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4.13
(施)昭57. 4.13

消防防災課

7544 1 危害予防規程の認可（その２）
危害予防規程認可書（赤井物産株式会社静岡工
場）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.17
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.21

消防防災課

7544 2 危害予防規程の認可（その２）
危害予防規程認可書（株式会社昭和製作所浅場工
場）

昭和５７年度
(起)昭57.11.22
(決)昭57.11.25
(施)昭57.11.25

消防防災課

7544 3 危害予防規程の認可（その２）
危害予防規程認可書（東京電気化学工業株式会社
静岡工場）

昭和５７年度
(起)昭57.11. 9
(決)昭57.11.11
(施)昭57.11.11

消防防災課

7544 4 危害予防規程の認可（その２） 危害予防規程認可書（遠州軽合金株式会社） 昭和５７年度
(起)昭57.10.30
(決)昭57.11. 2
(施)昭57.11. 2

消防防災課

7544 5 危害予防規程の認可（その２）
危害予防規程認可書（日本ガス興業株式会社大井
充塡工場）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.17
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.19

消防防災課

7544 6 危害予防規程の認可（その２） 危害予防規程認可書（ナカムラ産業株式会社） 昭和５７年度
(起)昭58. 1. 7
(決)昭58. 1. 8
(施)昭58. 1. 8

消防防災課

7544 7 危害予防規程の認可（その２）
危害予防規程認可書（本田技研工業株式会社浜松
製作所）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.17
(決)昭57. 7.20
(施)昭57. 7.20

消防防災課

7545 1 救急月報Ⅰ 緊急業務実施状況（１月～12月） 昭和５７年度 消防防災課

7545 2 救急月報Ⅰ 緊急業務実施状況（１月～10月） 昭和５７年度 消防防災課

7545 3 救急月報Ⅰ 緊急業務実施状況（１月～９月） 昭和５７年度 消防防災課
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7545 4 救急月報Ⅰ 緊急業務実施状況（１月～８月） 昭和５７年度 消防防災課

7545 5 救急月報Ⅰ 緊急業務実施状況（１月～５月） 昭和５７年度 消防防災課

7545 6 救急月報Ⅰ 救急月報地域月別報告書 昭和５７年度 消防防災課

7546 1 救急月報Ⅱ 地域別みだし別集計表 昭和５７年度 消防防災課

7546 2 救急月報Ⅱ 地域月別報告書 昭和５７年度 消防防災課

7547 1 救急救助年報 救急・救助年報の検収について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.26
(施)昭57. 3.26

消防防災課

7548 1 消防防災現況調査 昭和57年度消防防災現状調査の報告作成について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.13
(決)昭57. 3.15
(施)昭57. 3.15

消防防災課

7548 2 消防防災現況調査
昭和57年度消防防災現状調査の訂正等について
（通知）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.20
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.23

消防防災課

7548 3 消防防災現況調査 昭和57年度消防防災現状調査の検収について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.16
(決)昭57. 4.20

消防防災課

7548 4 消防防災現況調査
「昭和57年度消防防災現況調査」（都道府県分）
原票の送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

消防防災課

7549 1 消防職員の勤務実態調査 消防職員の勤務条件に関する調査について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 1
(決)昭58. 2. 7
(施)昭58. 2. 7

消防防災課

7549 2 消防職員の勤務実態調査 消防職員の勤務条件実態調査について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭57. 9.18
(決)昭57. 9.18
(施)昭57. 9.18

消防防災課

7550 1 続・静岡県消防のあゆみ 続・静岡県消防のあゆみ 昭和５７年度 静岡県消防学校

7551 1 他都道府県モニター制度調
都道府県におけるモニター制度実施状況調につい
て

昭和５９年度 (起)昭60. 3.19 広報課

7551 2 他都道府県モニター制度調 モニター制度の実施状況等について（うかがい） 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 6
(決)昭60. 2. 8
(施)昭60. 2. 9

広報課

7552 1
昭和60年度第１回モニター懇談会
発言記録

第１回県政モニター懇談会発言記録（要旨） 昭和６０年度 広報課

7553 1 県政モニター新制度設立関係綴
昭和61年度県政モニター制度の運用等について
（伺い）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.22 広報課

7553 2 県政モニター新制度設立関係綴
「静岡県県政モニター設置要網」及び「県政モニ
ター運営要領」の制定とこれに伴う昭和61年度県
政モニターの選出について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.18
(決)昭61. 2.20
(施)昭61. 2.21

広報課

7553 3 県政モニター新制度設立関係綴
県政モニター候補者選定にあたっての説明用チラ
シの作成・配布について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.20
(決)昭61. 2.20
(施)昭61. 2.21

広報課

7553 4 県政モニター新制度設立関係綴
県政モニター制度の運営にかかる振興センターへ
の協力依頼について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.20
(決)昭61. 3.24
(施)昭61. 3.25

広報課
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7554 1 県政モニター関係綴
県政モニター経験者の活用に関する｛各課、各出
先｝への依頼について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(施)昭61. 3.31

広報課

7554 2 県政モニター関係綴
県政モニターに対する県政世論調査結果のリーフ
レットの送付について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.28

広報課

7554 3 県政モニター関係綴
県政モニターの委嘱期間終了に伴うお礼状につい
て（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.25

広報課

7554 4 県政モニター関係綴
「県政モニターアンケートの利用について」のチ
ラシ作成について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.24
(決)昭61. 3.24
(施)昭61. 3.25

広報課

7554 5 県政モニター関係綴
随時通信及びテーマ通信についての各部局へのお
知らせについて（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.24
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.25

広報課

7554 6 県政モニター関係綴
随時通信事務処理要領及びテーマ通信事務処理要
領の制定について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.20
(決)昭61. 3.24

広報課

7554 7 県政モニター関係綴
「県政モニターの手引き」作成のための資料につ
いて（照会）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.19
(施)昭61. 3.20

広報課

7554 8 県政モニター関係綴 記念品及び資料の送付について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 7
(決)昭61. 3. 8
(施)昭61. 3.10

広報課

7554 9 県政モニター関係綴
昭和60年度県政モニター記念品の選定について
（伺い）

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 7

広報課

7554 10 県政モニター関係綴 広報企画会議への資料の提出について（伺い） 昭和６０年度 (起)昭61. 1.22 広報課

7554 11 県政モニター関係綴 参考資料の送付について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.26
(決)昭60.11.28
(施)昭60.11.30

広報課

7554 12 県政モニター関係綴 県政モニターへの資料送付について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.29
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.31

広報課

7554 13 県政モニター関係綴 県政モニターへの資料送付について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.28
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.29

広報課

7554 14 県政モニター関係綴
県政モニターへの通信用封筒の送付について（伺
い）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.22
(決)昭60. 6.24
(施)昭60. 6.24

広報課

7554 15 県政モニター関係綴 通信用封筒等の送付について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.15
(施)昭60. 5.15

広報課

7554 16 県政モニター関係綴 参考資料の送付について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.25
(施)昭60. 4.26

広報課

7554 17 県政モニター関係綴
県政モニター事業に係る振興センター活動費等の
伝達について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.15
(決)昭60. 4.19

広報課

7554 18 県政モニター関係綴 県政モニター通信用封筒等の印刷について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.26
(決)昭60. 3.28

広報課

7554 19 県政モニター関係綴
昭和60年度県政モニター制度運営企画（案）等の
作成について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 4
(決)昭60. 3. 4

広報課

7555 1 県政世論調査速報 静岡県政（速報） 昭和６０年度 (収)昭60.12.  
社団法人中央調
査社

7556 1
原子力災害対策計画（緊急時連絡
網（ファクシミリ））

静岡県原子力発電所緊急時連絡網整備事業につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 5
(決)昭56. 9. 7
(施)昭56. 9. 9

資源エネルギー
課
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7557 1
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策等交付金（ファクス関連）申
請書）

昭和56年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金事業の実績報告について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.17
(決)昭57. 4.17

資源エネルギー
課

7557 2
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策等交付金（ファクス関連）申
請書）

昭和56年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金の交付申請について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.31
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

資源エネルギー
課

7557 3
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策等交付金（ファクス関連）申
請書）

昭和56年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金事業実施状況報告書について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.27

資源エネルギー
課

7557 4
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策等交付金（ファクス関連）申
請書）

昭和56年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金事業の実績報告について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.17
(決)昭57. 4.17

資源エネルギー
課

7557 5
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策等交付金（ファクス関連）申
請書）

原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付申請
前着工届について

昭和５６年度 (起)昭56. 7.12
資源エネルギー
課

7558 1
原子力災害対策計画（緊急時連絡
網契約関係）

原子力発電所緊急時連絡網整備事業の賃貸借契約
について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.17
(決)昭56. 7.20

資源エネルギー
課

7558 2
原子力災害対策計画（緊急時連絡
網契約関係）

昭和56年度原子力発電所緊急時連絡網整備事業の
入札結果について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.28
(決)昭56. 7.29

資源エネルギー
課

7559 1
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策交付金申請書関係）

昭和57年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金事業の実績報告について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.12

資源エネルギー
課

7559 2
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策交付金申請書関係）

昭和57年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金事業の実績報告について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.12

資源エネルギー
課

7559 3
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策交付金申請書関係）

原子力発電施設等緊急時安全対策交付金事業実施
状況報告書（第３四半期）について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.14
(決)昭58. 1.20
(施)昭58. 1.20

資源エネルギー
課

7559 4
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策交付金申請書関係）

原子力発電施設緊急時安全対策交付金の変更申請
について

昭和５７年度
(起)昭57.11.19
(決)昭57.11.19
(施)昭57.11.19

資源エネルギー
課

7559 5
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策交付金申請書関係）

原子力発電施設等緊急時安全対策交付金事業実施
状況報告書（第２四半期）について

昭和５７年度
(起)昭57.10.15
(決)昭57.10.19
(施)昭57.10.20

資源エネルギー
課

7559 6
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策交付金申請書関係）

昭和57年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金の交付申請について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.29
(決)昭57. 5.31
(施)昭57. 5.31

資源エネルギー
課

7559 7
原子力災害対策計画（緊急時安全
対策交付金申請書関係）

昭和57年度原子力発電施設等緊急時安全対策交付
金の交付申請

昭和５７年度
(起)昭57. 5.29
(決)昭57. 5.31

資源エネルギー
課

7560 1
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和56年度放射線監視交付金事業の実績報告（調
査費関係）について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 5
(決)昭57. 4. 8
(施)昭57. 4. 8

資源エネルギー
課

7560 2
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和56年度放射線監視交付金事業に係る内容等の
変更承認申請について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.26
(決)昭57. 1.28
(施)昭57. 1.28

資源エネルギー
課

7560 3
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和56年度放射線監視交付金の交付申請について 昭和５６年度
(起)昭56.10.30
(決)昭56.10.30
(施)昭56.10.30

資源エネルギー
課

7560 4
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

放射線監視交付金事業進行状況報告書（第３四半
期）について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2. 3
(施)昭57. 2. 3

資源エネルギー
課

7560 5
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

放射線監視交付金事業進行状況報告（第２四半
期）について

昭和５６年度
(起)昭56.10.13
(決)昭56.10.19
(施)昭56.10.19

資源エネルギー
課
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7560 6
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

放射線監視交付金事業進行状況報告書について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.27

資源エネルギー
課

7560 7
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和56年度放射線監視交付金の交付申請について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 1
(決)昭56. 6. 2
(施)昭56. 6. 2

資源エネルギー
課

7560 8
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

原子力発電施設等概要説明書について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.13
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.13

資源エネルギー
課

7561 1
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和58年２月）

昭和５７年度 (収)昭58. 3.29
環境放射線監視
センター

7561 2
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和58年１月）

昭和５７年度 (収)昭58. 3. 3
環境放射線監視
センター

7561 3
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年12月）

昭和５７年度 (収)昭58. 1.17
環境放射線監視
センター

7561 4
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年９～10月）

昭和５７年度 (収)昭57.12. 1
環境放射線監視
センター

7561 5
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年８月）

昭和５７年度 (収)昭57.10. 9
環境放射線監視
センター

7561 6
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年６～７月）

昭和５７年度 (収)昭57. 9.27
環境放射線監視
センター

7561 7
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年５月）

昭和５７年度 (収)昭57. 6. 9
環境放射線監視
センター

7561 8
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年４月）

昭和５７年度 (収)昭57. 5.12
環境放射線監視
センター

7561 9
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年３月）

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 7
環境放射線監視
センター

7561 10
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年２月）

昭和５６年度 (収)昭57. 3.19
環境放射線監視
センター

7561 11
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和57年１月）

昭和５６年度 (収)昭57. 2. 2
環境放射線監視
センター

7561 12
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年12月）

昭和５６年度 (収)昭57. 1.11
環境放射線監視
センター

7561 13
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年11月）

昭和５６年度 (起)昭56.12.15
資源エネルギー
課

7561 14
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

モニタリングステーションの検査について 昭和５６年度 (収)昭56.11.28
中部電力浜岡原
子力発電所放射
線管理課長

7561 15
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年10月）

昭和５６年度
(起)昭56.11.19
(決)昭56.11.20
(施)昭56.11.20

資源エネルギー
課

7561 16
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年９月）

昭和５６年度
(起)昭56.10.15
(決)昭56.10.15
(施)昭56.10.15

資源エネルギー
課

7561 17
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年８月）

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 4
(決)昭56. 9. 5
(施)昭56. 9. 5

資源エネルギー
課
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7561 18
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年７月）

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 2
(決)昭56. 9. 3
(施)昭56. 9. 3

資源エネルギー
課

7561 19
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年６月）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.11
(決)昭56. 7.13
(施)昭56. 7.13

資源エネルギー
課

7561 20
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

モニタリングステーションの検査について 昭和５６年度 (収)昭56. 6.25
静岡県衛生研究
所長

7561 21
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年５月）

昭和５６年度 (起)昭56. 6.15
資源エネルギー
課

7561 22
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年４月）

昭和５６年度
(起)昭56. 5.18
(決)昭56. 5.19
(施)昭56. 5.19

資源エネルギー
課

7561 23
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年３月）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.16
(決)昭56. 4.17
(施)昭56. 4.17

資源エネルギー
課

7561 24
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年２月）

昭和５５年度 (起)昭56. 3.27
資源エネルギー
課

7561 25
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和56年１月）

昭和５５年度
(起)昭56. 2.18
(決)昭56. 2.19
(施)昭56. 2.19

資源エネルギー
課

7561 26
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年12月）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.16
(決)昭56. 1.17
(施)昭56. 1.19

資源エネルギー
課

7561 27
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

モニタリングステーションの検査について 昭和５５年度 (収)昭55.12. 6
中部電力浜岡原
子力発電所放射
線管理課長

7561 28
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年11月）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 5
(決)昭55.12. 6
(施)昭55.12. 6

資源エネルギー
課

7561 29
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年10月）

昭和５５年度
(起)昭55.11.11
(決)昭55.11.12
(施)昭55.11.12

資源エネルギー
課

7561 30
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年９月）

昭和５５年度
(起)昭55.10. 9
(決)昭55.10. 9
(施)昭55.10. 9

資源エネルギー
課

7561 31
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年８月）

昭和５５年度
(起)昭55. 9.19
(決)昭55. 9.20
(施)昭55. 9.20

資源エネルギー
課

7561 32
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年７月）

昭和５５年度
(起)昭55. 8. 8
(決)昭55. 8. 8
(施)昭55. 8. 8

資源エネルギー
課

7561 33
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年６月）

昭和５５年度
(起)昭55. 7.16
(決)昭55. 7.16
(施)昭55. 7.16

資源エネルギー
課

7561 34
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年５月）

昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.16
(施)昭55. 6.16

資源エネルギー
課

7561 35
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

モニタリングステーションの検査について 昭和５５年度 (収)昭55. 6. 5
中部電力浜岡原
子力発電所放射
線管理課長

7561 36
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年４月）

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 6
(施)昭55. 6. 6

資源エネルギー
課

7561 37
原子力災害対策計画（放射線測定
結果）

浜岡原子力発電所周辺空間線量率データについて
（昭和55年３月）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.11
(決)昭55. 4.12
(施)昭55. 4.12

資源エネルギー
課
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7562 1
原子力災害対策計画（緊急時連絡
網契約関係）

静岡県原子力発電所緊急時連絡網整備機器の賃貸
借及び保守に関する契約書

昭和５７年度 (施)昭58. 3. 1
資源エネルギー
課

7562 2
原子力災害対策計画（緊急時連絡
網契約関係）

静岡県原子力発電所緊急時連絡網整備機器の賃貸
借及び保守に関する契約書

昭和５７年度 (施)昭57. 4. 1
資源エネルギー
課

7563 1
静岡県原子力発電所環境安全協議
会関係証票書類綴

昭和57年度静岡県原子力発電所環境安全協議会収
支決算報告書について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.16
(決)昭58. 4.16
(施)昭58. 4.16

資源エネルギー
課

7563 2
静岡県原子力発電所環境安全協議
会関係証票書類綴

昭和57年度静岡県原子力発電所環境安全協議会負
担金の納入について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.25
(決)昭57. 5.26
(施)昭57. 5.26

資源エネルギー
課

7564 1
原子力災害対策計画（温排水影響
調査交付金関係）

昭和57年度温排水影響調査交付金事業の実績報告
書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 2
(決)昭58. 4. 4
(施)昭58. 4. 4

資源エネルギー
課

7564 2
原子力災害対策計画（温排水影響
調査交付金関係）

浜岡原子力発電所前面海域温排水調査結果報告書
の印刷について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 8
(決)昭57.10. 8
(施)昭57.10. 8

資源エネルギー
課

7564 3
原子力災害対策計画（温排水影響
調査交付金関係）

昭和57年度温排水影響調査交付金事業振興状況報
告書の提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.19
(決)昭58. 1.20
(施)昭58. 1.20

資源エネルギー
課

7564 4
原子力災害対策計画（温排水影響
調査交付金関係）

昭和57年度温排水影響調査交付金事業振興状況報
告書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.10.19
(決)昭57.10.19
(施)昭57.10.19

資源エネルギー
課

7564 5
原子力災害対策計画（温排水影響
調査交付金関係）

温排水影響調査交付金の交付申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.27
(決)昭57. 5.31
(施)昭57. 5.31

資源エネルギー
課

7565 1
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和57年度温排水影響調査事業及び環境放射能対
策事業の実績報告に係る資料の作成について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 7
(施)昭58. 3. 7

資源エネルギー
課

7565 2
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和57年度放射線監視結果の報告について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.12
資源エネルギー
課

7565 3
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和57年度放射線監視交付金事業の実績報告につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.19
(施)昭58. 4.20

資源エネルギー
課

7565 4
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和57年度放射線監視交付金事業の交付申請につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 7.19
(施)昭57. 7.19

資源エネルギー
課

7565 5
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和57年度放射線監視交付金事業の交付申請につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 7.19
(施)昭57. 7.19

資源エネルギー
課

7565 6
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

放射線監視交付金事業推進状況報告書（第３四半
期）について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.14
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.20

資源エネルギー
課

7565 7
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

放射線監視交付金事業進行状況報告書（第２四半
期）について

昭和５７年度
(起)昭57.10.18
(決)昭57.10.19
(施)昭57.10.20

資源エネルギー
課

7565 8
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和57年度放射線監視交付金の交付申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.28
(決)昭57. 5.31
(施)昭57. 5.31

資源エネルギー
課

7565 9
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和56年度放射線監視結果の報告について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.17
(決)昭57. 6.18
(施)昭57. 6.18

資源エネルギー
課

7565 10
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

昭和57年度放射能調査に関する打ち合わせ会の開
催について

昭和５７年度 (収)昭57. 5.24
科学技術庁原子
力安全局長

7565 11
原子力災害対策計画（放射線監視
交付金関係）

原子力発電施設等概要説明書について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 7
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.11

資源エネルギー
課

7566 1
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その１）

昭和57年度広報安全等対策交付金事業実績報告に
係る資料の作成について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.23
(決)昭58. 3.24
(施)昭58. 3.24

資源エネルギー
課
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7566 2
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その１）

昭和57年度広報・安全等対策交付金事業に対する
交付金の額の確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.23
(決)昭58. 5. 2
(施)昭58. 5. 2

資源エネルギー
課

7566 3
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その１）

昭和57年度広報・安全等対策交付金事業の実績報
告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 9
(決)昭58. 4. 9
(施)昭58. 4. 9

資源エネルギー
課

7566 4
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その１）

昭和57年度広報・安全等対策交付金の交付決定に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 9
(決)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.20

資源エネルギー
課

7566 5
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その１）

広報・安全等対策交付金交付申請書の提出につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 5.31
(施)昭57. 5.31

資源エネルギー
課

7567 1
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

環境放射線監視センターにおける環境放射能調査
紹介パネルの作成について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.14
(施)昭58. 3.14

資源エネルギー
課

7567 2
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

原子力広報研修センター展示品の修繕について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 1
(決)昭58. 2. 1
(施)昭58. 2. 1

資源エネルギー
課

7567 3
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

原子力広報研修センター展示品の修繕について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 1
(決)昭58. 2. 1
(施)昭58. 2. 1

資源エネルギー
課

7567 4
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

原子力広報研修センター展示品の修繕について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 1
(決)昭58. 2. 1
(施)昭58. 2. 1

資源エネルギー
課

7567 5
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

昭和57年度広報・安全等対策交付金事業の実績報
告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 2
(決)昭58. 4. 4
(施)昭58. 4. 4

資源エネルギー
課

7567 6
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

「静岡県環境放射線監視テレメータシステムのあ
らまし」のパンフレット作成について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.10
(決)昭58. 2.15
(施)昭58. 2.15

資源エネルギー
課

7567 7
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

「静岡県環境放射線監視センターご案内」のパン
フレット作成について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 2
(決)昭58. 3. 4
(施)昭58. 3. 4

資源エネルギー
課

7567 8
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

「浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査のあら
まし」の印刷配布について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.27
(決)昭58. 1.28
(施)昭58. 1.28

資源エネルギー
課

7567 9
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

昭和57年度広報・安全等対策交付金事業進行状況
報告書（第３四半期）の提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.18
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.19

資源エネルギー
課

7567 10
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

核燃料輸入に関する広報パンフレットの作成配布
について（伺い）

昭和５７年度 (起)昭57.11.22
資源エネルギー
課

7567 11
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

原子力広報用ビデオ装置一式購入について 昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.26
(施)昭57.10.26

資源エネルギー
課

7567 12
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

昭和57年度広報・安全等対策交付金事業進行状況
報告書（第２四半期）の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.10.19
(決)昭57.10.19
(施)昭57.10.19

資源エネルギー
課

7567 13
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

広報・安全対策交付金交付申請書の提出について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.27
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 5.29

資源エネルギー
課

7567 14
原子力災害対策計画（昭和57年度
広報その２）

広報・安全等対策交付金事業担当者会議開催につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.28
(施)昭57. 4.28

資源エネルギー
課

7568 1
昭和60年国勢調査区分集計（年齢
別人口～12才男）

昭和60年国勢調査区別集計結果第１表年齢（５歳
階級）別人口（総数，男）－（１）

昭和６０年度 統計課

7569 1
昭和60年国勢調査区分集計（年齢
別人口13～24才男）

昭和60年国勢調査区別集計結果第１表年齢（５歳
階級）別人口（総数，男）－（２）

昭和６０年度 統計課

7570 1
昭和60年国勢調査区分集計（年齢
別人口25～85才男）

昭和60年国勢調査区別集計結果第１表年齢（５歳
階級）別人口（総数，男）－（３）

昭和６０年度 統計課
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7571 1
昭和60年国勢調査区分集計（準世
帯人員別準世帯数など）

昭和60年国勢調査区別集計結果第４表準世帯人員
（４区分）別準世帯数及び準世帯人員

昭和６０年度 統計課

7572 1
昭和60年国勢調査区分集計（住居
の種類、住宅の所有の関係など）

昭和60年国勢調査区別集計結果第５表準住居の種
類（２区分）住宅の所有の関係（５区分）別一般
世帯数並びに１世帯当たり室数及び１世帯当たり
畳数

昭和６０年度 統計課

7573 1 昭和55年度環境週間関係綴 昭和55年度環境週間行事の実施状況について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.20
(決)昭55. 8.25
(施)昭55. 8.25

水質保全課

7573 2 昭和55年度環境週間関係綴 第８回環境週間行事の実施状況について（回答） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.14
(決)昭55. 8.14
(施)昭55. 8.14

水質保全課

7573 3 昭和55年度環境週間関係綴 第８回環境週間の実施状況について（照会） 昭和５５年度
(起)昭55. 6.16
(決)昭55. 6.16
(施)昭55. 6.16

水質保全課

7573 4 昭和55年度環境週間関係綴 環境週間記念講演会への出席について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 7
(施)昭55. 6. 7

水質保全課

7573 5 昭和55年度環境週間関係綴 環境週間記念講演会の実施について 昭和５５年度
(起)昭55. 6. 5
(決)昭55. 6. 6

水質保全課

7573 6 昭和55年度環境週間関係綴 第８回環境週間ポスターの送付について 昭和５５年度
(起)昭55. 5.27
(決)昭55. 5.27
(施)昭55. 5.27

水質保全課

7573 7 昭和55年度環境週間関係綴
第９回バイコロジーのつどい全国大会の祝辞につ
いて

昭和５５年度
(起)昭55. 5.20
(決)昭55. 5.28

水質保全課

7573 8 昭和55年度環境週間関係綴 職員の派遣及び自動車の借用について（依頼） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.15
(決)昭55. 5.16
(施)昭55. 5.16

水質保全課

7573 9 昭和55年度環境週間関係綴 環境基本条例制定状況について（回答） 昭和５５年度
(起)昭55. 5.12
(決)昭55. 5.14
(施)昭55. 5.14

水質保全課

7573 10 昭和55年度環境週間関係綴
第８回環境週間の実施行事の周知について（伺
い）

昭和５５年度
(起)昭55. 5. 6
(決)昭55. 5. 7

水質保全課

7573 11 昭和55年度環境週間関係綴
昭和55年度「環境週間」実施要網の制定について
（伺い）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.28
(決)昭55. 5. 2

水質保全課

7573 12 昭和55年度環境週間関係綴
第８回［環境週間」実施行事の打合せ会について
（通知）

昭和５５年度
(起)昭55. 4.16
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

水質保全課

7573 13 昭和55年度環境週間関係綴 環境週間ＰＲ用横幕の標語について（伺い） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.11
(決)昭55. 3.14

水質保全課

7573 14 昭和55年度環境週間関係綴 第８回「環境週間」の週間行事の実施について 昭和５４年度
(起)昭55. 1.23
(決)昭55. 1.28
(施)昭55. 1.28

水質保全課

7573 15 昭和55年度環境週間関係綴
第８回「環境週間」の週間行事の実施について
（照会）

昭和５４年度
(起)昭55. 1.17
(決)昭55. 1.21
(施)昭55. 1.23

水質保全課

7574 1 昭和56年度環境週間関係綴 昭和56年度環境週間行事の実施状況について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 8. 5
(施)昭56. 8. 5

水質保全課

7574 2 昭和56年度環境週間関係綴 第９回環境週間行事の実施状況について（回答） 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 3
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

水質保全課

7574 3 昭和56年度環境週間関係綴 第９回環境週間の実施状況について（照会） 昭和５６年度
(起)昭56. 6.13
(決)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.16

水質保全課
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7574 4 昭和56年度環境週間関係綴 環境週間記念講演会の実施について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 5

水質保全課

7574 5 昭和56年度環境週間関係綴
地域環境保全功労者及び地域環境美化功績者表彰
について（通知）

昭和５６年度 (収)昭56. 5.22
環境庁長官官房
長

7574 6 昭和56年度環境週間関係綴 昭和56年度「環境週間」実施要領の制定について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.25
(決)昭56. 5. 6
(施)昭56. 5. 7

水質保全課

7574 7 昭和56年度環境週間関係綴 第９回環境週間ポスターの送付について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.12
(決)昭56. 5.12
(施)昭56. 5.13

水質保全課

7574 8 昭和56年度環境週間関係綴
第９回「環境週間」実施行事の打合せについて
（通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.15
(決)昭56. 4.17
(施)昭56. 4.17

水質保全課

7574 9 昭和56年度環境週間関係綴 第９回環境週間ＰＲ用立看板の作製について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.18
(決)昭56. 3.18

水質保全課

7574 10 昭和56年度環境週間関係綴
環境週間ＰＲ用横幕の掲示にかかわる城濠外堀一
時使用許可申請について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.13
(決)昭56. 3.13
(施)昭56. 3.16

水質保全課

7574 11 昭和56年度環境週間関係綴 復命書（昭和56年度環境週間について） 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 6 水質保全課

7574 12 昭和56年度環境週間関係綴
地域環境保全功労者及び地域環境美化功績者の推
薦について

昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 2.26
(施)昭56. 2.26

水質保全課

7574 13 昭和56年度環境週間関係綴
第９回［環境週間］のかべ新聞募集の実施につい
て

昭和５５年度
(起)昭56. 1.21
(決)昭56. 1.26
(施)昭56. 1.26

水質保全課

7574 14 昭和56年度環境週間関係綴 第９回［環境週間］の週間行事の実施について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.13
(決)昭56. 1.13
(施)昭56. 1.13

水質保全課

7575 1 市町村環境白書（水質関係抜粋） 藤枝市の環境 昭和５７年度
藤枝市総務部公
害交通課

7575 2 市町村環境白書（水質関係抜粋） 浜北市公害概況（資料集） 昭和５７年度
浜北市環境経済
部生活保全課

7575 3 市町村環境白書（水質関係抜粋） 環境の概要 昭和５７年度 静岡市

7575 4 市町村環境白書（水質関係抜粋） より良き環境をめざして（現況と対策） 昭和５７年度
湖西市市民安全
課

7575 5 市町村環境白書（水質関係抜粋） 熱海市の環境 昭和５７年度
熱海市民生部環
境をよくする課

7575 6 市町村環境白書（水質関係抜粋） 環境の概要 昭和５６年度 静岡市

7575 7 市町村環境白書（水質関係抜粋） 地域の環境 昭和５６年度
三市三町公害行
政事務研究会

7575 8 市町村環境白書（水質関係抜粋） 熱海市の環境 昭和５６年度
熱海市民生部環
境をよくする課

7575 9 市町村環境白書（水質関係抜粋） 藤枝市の環境 昭和５４年度
藤枝市総務部公
害交通課

7575 10 市町村環境白書（水質関係抜粋） 富士市の水質 昭和５２年度
富士市環境部公
害課
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7576 1
富士桜自然墓地公園変更承認申請
書

事業計画の変更承認について 昭和５６年度 (収)昭56. 6.11 土地対策課

7577 1 普通地域内土地形状変更届書
日本平県立自然公園普通地域内工作物の新築及び
土地形状変更の届出受理について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 4
(決)昭58. 2. 7
(施)昭58. 2. 7

自然保護課

7578 1
御前崎遠州灘県立自然公園特別地
域内工作物新築の協議（竜洋町）

御前崎遠州灘県立自然公園特別地域内工作物新築
の協議について

昭和５７年度
(起)昭57.11.22
(決)昭57.11.25
(施)昭57.11.25

自然保護課

7578 2
御前崎遠州灘県立自然公園特別地
域内工作物新築の協議（竜洋町）

静岡県立自然公園特別地域内工作物の新築協議に
ついて（磐田郡竜洋町）

昭和５７年度
(起)昭57.10.20
(決)昭57.10.21
(施)昭57.10.21

自然保護課

7579 1
奥大井県立自然公園特別地域内工
作物の新築許可（中部電力株式会
社）

奥大井県立自然公園特別地域内工作物の新築許可
について（中部電力株式会社）

昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.15
(施)昭57.12.15

自然保護課

7580 1
日本平県立自然公園特別地域内土
地形状変更許可（農地造成）

日本平県立自然公園特別地域内土地形状変動許可
について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.10
(決)昭58. 5.11
(施)昭58. 5.11

自然保護課

7581 1
浜名湖県立自然公園特別地域内工
作物の新築許可（東急不動産株式
会社）

浜名湖県立自然公園特別地域内工作物の新築許可
について

昭和５７年度
(起)昭57.12.10
(決)昭57.12.13
(施)昭57.12.13

自然保護課

7582 1
特別地域内工作物新築許可申請書
（鹿島建設株式会社）

富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物の新築許
可について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 5
(決)昭57. 6. 8
(施)昭57. 6. 8

自然保護課

7583 1
特別地域内工作物新築許可申請書
（伊東市長）

富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物の新築許
可について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.16

自然保護課

7584 1
特別地域内工作物新築許可申請書
（学校法人相模工業大学）

富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物の新築許
可について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.17
(決)昭57. 4.19
(施)昭57. 4.19

自然保護課

7585 1
特別地域内工作物新築許可申請書
（財団法人日本書道教育学会）

富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物の新築許
可について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.17
(決)昭57. 4.19
(施)昭57. 4.19

自然保護課

7586 1
特別地域内工作物新築許可申請書
（公立学校共済組合静岡支部）

富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物の新築許
可について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.28
(決)昭57. 9. 1
(施)昭57. 9. 1

自然保護課

7587 1 昭和56年度鳥獣関係統計 昭和56年度鳥獣関係統計について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.19
(決)昭57. 6.24

自然保護課

7588 1 昭和56年度自然環境保全審議会
静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催結
果について

昭和５６年度 (起)昭56. 9.29 自然保護課

7588 2 昭和56年度自然環境保全審議会 鳥獣保護区設定の答申について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

自然保護課

7588 3 昭和56年度自然環境保全審議会
静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

自然保護課

7588 4 昭和56年度自然環境保全審議会 自然環境保全審議会に対する諮問について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

自然保護課

7588 5 昭和56年度自然環境保全審議会
静岡県自然環境保安審議会鳥獣保護部会事務局説
明について（伺い）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.16 自然保護課

7588 6 昭和56年度自然環境保全審議会
静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会開催資料
について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.14
(決)昭56. 9.14

自然保護課

7589 1
昭和56年度自然環境保全審議会第
５次計画

自然環境保全審議会鳥獣保護部会議事録について
（供覧）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.23
(決)昭57. 3.25

自然保護課
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7589 2
昭和56年度自然環境保全審議会第
５次計画

第５次鳥獣保護事業計画の答申について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.17
(施)昭57. 3.17

自然保護課

7589 3
昭和56年度自然環境保全審議会第
５次計画

鳥獣保護部会資料について（送付） 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 9
(決)昭57. 3. 9
(施)昭57. 3. 9

自然保護課

7589 4
昭和56年度自然環境保全審議会第
５次計画

静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会開催資料
について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 5
(決)昭57. 3. 8

自然保護課

7589 5
昭和56年度自然環境保全審議会第
５次計画

静岡県自然環境保全審議会自然公園部会及び鳥獣
保護部会の開催について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.19
(決)昭57. 2.20
(施)昭57. 2.22

自然保護課

7589 6
昭和56年度自然環境保全審議会第
５次計画

静岡県自然環境保全審議会に対する諮問について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.13
(決)昭57. 2.18

自然保護課

7590 1 昭和57年度自然環境保全審議会 鳥獣保護区設定の答申について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.20
(決)昭57. 8.20
(施)昭57. 8.20

静岡県自然環境
保全審議会

7590 2 昭和57年度自然環境保全審議会
静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催に
ついて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.19
(決)昭57. 7.21
(施)昭57. 7.21

静岡県自然環境
保全審議会

7590 3 昭和57年度自然環境保全審議会 自然環境保全審議会に対する諮問について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.19
(決)昭57. 7.20
(施)昭57. 7.20

自然保護課

7590 4 昭和57年度自然環境保全審議会
静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会の開催結
果について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.21
(決)昭57. 8.24

自然保護課

7590 5 昭和57年度自然環境保全審議会
自然環境保全審議会鳥獣保護部会議事録について
（供覧）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.21 自然保護課

7590 6 昭和57年度自然環境保全審議会
静岡県自然環境保全審議会鳥獣保護部会開催資料
について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.19
(決)昭57. 8.20

自然保護課

7590 7 昭和57年度自然環境保全審議会
静岡県自然環境保全審議会保護部会事務局説明に
ついて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.19
(決)昭57. 8.19

自然保護課

7591 1 スーパー林道関係綴 国際森林年記念林調査報告書 昭和６０年度
静岡総合研究機
構

7591 2 スーパー林道関係綴 復命書（ふるさとの森（仮称）構想打合せ会） 昭和５８年度 (起)昭59. 2.21 自然保護課

7591 3 スーパー林道関係綴
復命書（北遠地域ふるさとの森（仮称）整備異本
構想策定調査報告書の報告会）

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 1 自然保護課

7591 4 スーパー林道関係綴
復命書（北遠地区「ふるさとの森」構想中間報告
会）

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 8 自然保護課

7592 1
グリーンバンクに関する調査委託
関係綴

都市緑化のための植栽に関する調査の委託につい
て（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.16
(決)昭58. 8.22
(施)昭58. 8.22

自然保護課

7593 1
都市緑化のための植栽に関する調
査報告

完了報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 4. 3 横浜植生学会

7594 1
生活文化振興補助事業アンケート
調査

生活文化振興補助事業（藤枝市）のアンケート調
査結果について

昭和５７年度
(起)昭57.12.17
(決)昭57.12.21
(施)昭57.12.23

県民生活課

7594 2
生活文化振興補助事業アンケート
調査

生活文化振興補助事業のアンケート調査結果につ
いて（御殿場市及び３市の比較）

昭和５７年度
(起)昭57.11.16
(決)昭57.11.17

県民生活課

7594 3
生活文化振興補助事業アンケート
調査

生活文化振興補助事業（富士宮市）のアンケート
調査について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.24

県民生活課
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7594 4
生活文化振興補助事業アンケート
調査

生活文化振興補助事業（伊東市）のアンケート調
査について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.29
(決)昭57. 8. 3

県民生活課

7594 5
生活文化振興補助事業アンケート
調査

生活文化振興補助事業のアンケート調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 7
(決)昭57. 7. 7

県民生活課

7595 1
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3.11

県民生活課

7595 2
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.11
(決)昭58. 1.24
(施)昭58. 1.24

県民生活課

7595 3
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭57.12. 9
(決)昭57.12.14

県民生活課

7595 4
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭57.10. 6
(決)昭57.10.18

県民生活課

7595 5
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

生活文化振興事業費補助金（文化講演会）の内示
について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.28
(決)昭57. 8.30
(施)昭57. 8.30

県民生活課

7595 6
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

生活文化振興事業費補助金（文化講演会）の内示
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 7.17
(施)昭57. 7.19

県民生活課

7595 7
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

生活文化振興事業費補助金（文化講演会）につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5.17
(決)昭57. 5.22

県民生活課

7595 8
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

生活文化振興事業費補助金（講演会補助）につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 4.12
(決)昭57. 4.15
(施)昭57. 4.15

県民生活課

7595 9
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

文化講演会（豊岡村）のアンケート結果について
（供覧）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 7 県民生活課

7595 10
生活文化振興事業費補助金（文化
講演会）

文化講演会のアンケート結果について 昭和５７年度 (起)昭57.12.27 県民生活課

7596 1
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 5
(決)昭58. 4. 8
(施)昭58. 4. 9

県民生活課

7596 2
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

県民生活課

7596 3
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.11

県民生活課

7596 4
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭57.12.24
(決)昭58. 1.10
(施)昭58. 1.11

県民生活課

7596 5
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭57.11.16
(決)昭57.11.25
(施)昭57.11.25

県民生活課

7596 6
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

生活文化振興事業費補助金の交付について（確
定）

昭和５７年度
(起)昭57.10. 7
(決)昭57.10.19
(施)昭57.10.19

県民生活課

7596 7
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

生活文化振興事業費補助金の交付について（決
定）

昭和５７年度
(起)昭57.11. 2
(決)昭57.11. 2

県民生活課

7596 8
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

昭和57年度生活文化振興事業費補助金の交付内示
について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.10.26
(決)昭57.10.27
(施)昭57.10.28

県民生活課

7596 9
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

昭和57年度生活文化振興事業費補助金の交付内示
について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.11
(決)昭57. 6.15
(施)昭57. 6.16

県民生活課
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7596 10
生活文化振興事業費補助金（音
楽、演劇）

昭和57年度生活文化振興事業費補助金の交付内示
について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.18
(決)昭57. 5.25
(施)昭57. 5.25

県民生活課

7597 1 生活文化行政推進連絡会議 生活文化行政推進連絡会議（昭和59年２月15日） 昭和５８年度 県民生活課

7597 2 生活文化行政推進連絡会議 行政の文化化分科会議事録（昭和57年11月４日） 昭和５７年度 県民生活課

7598 1 行政の文化化事例 「行政の文化化」事例調査表（昭和59年度） 昭和５９年度 県民生活課

7598 2 行政の文化化事例
第１回　行政の文化化事例　（安藤氏のコメント
有）

昭和５９年度 県民生活課

7599 1 第８回全国文化行政会議 復命書（第８回全国文化行政会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.24 県民生活課

7599 2 第８回全国文化行政会議 文化行政施策等の調査について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 1
(決)昭57. 5. 6
(施)昭57. 5. 7

県民生活課

7599 3 第８回全国文化行政会議 第８回全国文化行政会議について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.14 県民生活課

7600 1 会議・研修・シンポジウム等 復命書（第４回全国文化行政シンポジウム） 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 7 県民生活課

7600 2 会議・研修・シンポジウム等 復命書（ＮＨＫ大河ドラマ） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 7 県民生活課

7600 3 会議・研修・シンポジウム等 復命書（第２回市町村文化行政研究交流集会） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.26 県民生活課

7600 4 会議・研修・シンポジウム等 復命書（全国余暇行政研修会） 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 7 県民生活課

7600 5 会議・研修・シンポジウム等 復命書（行政の文化化をすすめる研究交流会） 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 2 県民生活課

7600 6 会議・研修・シンポジウム等 第１回　文化大学校後期講座への参加について） 昭和５７年度
(起)昭57. 9.20
(決)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.22

県民生活課

7601 1 社会福祉法人誠信会定款変更
社会福祉法人誠信会の基本財産処分承認並びに定
款の一部変更認可について

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 5
(決)昭58. 1. 6
(施)昭58. 1. 7

児童課

7601 2 社会福祉法人誠信会定款変更
社会福祉法人誠信会定款の一部変更認可申請につ
いて（進達）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.31
(決)昭57. 9. 8
(施)昭57. 9. 8

児童課

7601 3 社会福祉法人誠信会定款変更
社会福祉法人誠信会基本財産処分承認申請につい
て（進達）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.31
(決)昭57. 9. 8
(施)昭57. 9. 8

児童課

7601 4 社会福祉法人誠信会定款変更 社会福祉法人誠信会の定款一部変更届出について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.20
(決)昭57. 9.30
(施)昭57.10.13

児童課

7601 5 社会福祉法人誠信会定款変更 社会福祉法人誠信会の定款一部変更届出について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.31
(決)昭57. 9. 8
(施)昭57. 9. 8

児童課

7602 1 社会福祉法人定款変更届（葵会） 社会福祉法人葵会の定款の一部変更認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.15
(施)昭57. 6.15

児童課

7602 2 社会福祉法人定款変更届（葵会）
社会福祉法人葵会定款一部変更認可申請について
（進達）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.31

児童課
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7603 1
社会福祉法人定款変更届（遠淡海
会）

社会福祉法人遠淡海会定款一部変更届出について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 9
(決)昭58. 8. 9
(施)昭58. 8. 9

児童課

7604 1
社会福祉法人定款変更届（エミ
リー）

社会福祉法人エミリー定款の一部変更認可につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 7
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5. 9

児童課

7605 1 昭和56年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（白岩共有温泉組合） 昭和５６年度 (収)昭56.11.14 医務課

7605 2 昭和56年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（富士産業株式会社） 昭和５６年度 (収)昭57. 2.26 医務課

7605 3 昭和56年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（静岡市） 昭和５６年度 (収)昭57. 2.22 医務課

7606 1 昭和59年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（株式会社高村） 昭和５９年度 (収)昭59. 5.22 医務課

7606 2 昭和59年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（蓮台寺協同温泉組合） 昭和５９年度 (収)昭59.10.13 医務課

7606 3 昭和59年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（大正サービス産業株式会社） 昭和５９年度 (収)昭59.10.13 医務課

7606 4 昭和59年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（個人名） 昭和５９年度 (収)昭59.10.13 医務課

7606 5 昭和59年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（個人名） 昭和５９年度 (収)昭59. 9.28 医務課

7606 6 昭和59年度温泉増堀許可申請綴 増堀許可申請書（個人名） 昭和５９年度 (収)昭60. 2.16 医務課

7607 1
昭和56年度温泉土地掘削許可申請
綴

土地掘削許可申請書（個人名） 昭和５６年度 (収)昭56.11.27 医務課

7607 2
昭和56年度温泉土地掘削許可申請
綴

土地掘削許可申請書（社団法人須走彰徳山林会） 昭和５６年度 (収)昭57. 3. 1 医務課

7608 1
昭和59年度温泉土地掘削許可申請
綴

土地掘削許可申請書（個人名） 昭和５９年度 (収)昭59. 5.28 医務課

7608 2
昭和59年度温泉土地掘削許可申請
綴

土地掘削許可申請書（個人名） 昭和５９年度 (収)昭59. 5.28 医務課

7608 3
昭和59年度温泉土地掘削許可申請
綴

土地掘削許可申請書（大雄観光株式会社） 昭和５９年度 (収)昭59. 5.22 医務課

7609 1 昭和56年度温泉審議会関係綴 昭和56年度第１回温泉審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.25
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 4.30

医務課

7609 2 昭和56年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく温泉土地掘削増堀及び動力装置
許可申請に対する処分の諮問について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.20
(決)昭56. 5.21
(施)昭56. 5.21

医務課

7609 3 昭和56年度温泉審議会関係綴
温泉法による温泉土地掘削及び増堀、動力装置許
可申請に対する処分について（答申）

昭和５６年度 (起)昭56. 5.30 医務課

7609 4 昭和56年度温泉審議会関係綴 昭和56年度第２回温泉審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.17
(決)昭56. 8.21
(施)昭56. 8.21

医務課

7609 5 昭和56年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく温泉土地掘削増堀及び動力装置
許可申請に対する処分の諮問について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 3
(決)昭56. 9. 4
(施)昭56. 9. 4

医務課
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7609 6 昭和56年度温泉審議会関係綴
温泉法による温泉土地掘削及び増堀、動力装置許
可申請に対する処分について（答申）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.19 医務課

7609 7 昭和56年度温泉審議会関係綴 昭和56年度第３回温泉審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.11.14
(決)昭56.11.17
(施)昭56.11.17

医務課

7609 8 昭和56年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく温泉土地掘削増堀及び動力装置
許可申請に対する処分の諮問について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 8
(決)昭56.12. 9
(施)昭56.12. 9

医務課

7609 9 昭和56年度温泉審議会関係綴
温泉法による温泉土地掘削及び増堀、動力装置許
可申請に対する処分について（答申）

昭和５６年度
(起)昭56.12.16
(決)昭56.12.23

医務課

7609 10 昭和56年度温泉審議会関係綴 昭和56年度第４回温泉審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.16
(決)昭57. 2.16
(施)昭57. 2.16

医務課

7609 11 昭和56年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく温泉土地掘削増堀及び動力装置
許可申請に対する処分の諮問について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 9
(決)昭57. 3.10
(施)昭57. 3.10

医務課

7609 12 昭和56年度温泉審議会関係綴
温泉法による温泉土地掘削及び増堀、動力装置許
可申請に対する処分について（答申）

昭和５６年度 (起)昭57. 3.16 医務課

7610 1 昭和57年度温泉審議会関係綴 昭和57年度第１回温泉審議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.27
(決)昭57. 5. 4
(施)昭57. 5. 4

医務課

7610 2 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく増堀及び動力装置許可申請に対
する処分の諮問について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.11
(決)昭57. 5.17
(施)昭57. 5.19

医務課

7610 3 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法による増堀及び動力装置の許可申請に対す
る処分について（答申）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.27
(決)昭57. 6. 1
(施)昭57. 6. 1

医務課

7610 4 昭和57年度温泉審議会関係綴 昭和57年度第２回温泉審議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.31
(決)昭57. 9. 4
(施)昭57. 9. 6

医務課

7610 5 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく増堀及び動力装置許可申請に対
する処分の諮問について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 8
(決)昭57. 9.14
(施)昭57. 9.14

医務課

7610 6 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分について（答申）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.21
(決)昭57. 9.24
(施)昭57. 9.24

医務課

7610 7 昭和57年度温泉審議会関係綴 昭和57年度第３回温泉審議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.11.26
(決)昭57.11.30
(施)昭57.11.30

医務課

7610 8 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく増堀及び動力装置許可申請に対
する処分の諮問について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 3
(決)昭57.12.14
(施)昭57.12.14

医務課

7610 9 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分について（答申）

昭和５７年度
(起)昭57.12.27
(決)昭57.12.28
(施)昭57.12.28

医務課

7610 10 昭和57年度温泉審議会関係綴 昭和57年度第４回温泉審議会の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.19
(決)昭58. 2.28
(施)昭58. 2.28

医務課

7610 11 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく増堀の許可申請に対する処分の
諮問について（追加）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 9
(決)昭58. 3.10
(施)昭58. 3.10

医務課

7610 12 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく土地掘削及び増堀、動力装置の
許可申請に対する処分の諮問について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.26
(決)昭58. 3. 3
(施)昭58. 3. 3

医務課

7610 13 昭和57年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく土地掘削、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.18
(決)昭58. 3.22
(施)昭58. 3.22

医務課

7611 1 昭和58年度温泉審議会関係綴 昭和58年度第１回温泉審議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.25
(決)昭58. 7. 2
(施)昭58. 7. 2

医務課

462 ページ



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

7611 2 昭和58年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分の諮問について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 5
(決)昭58. 7. 7
(施)昭58. 7. 7

医務課

7611 3 昭和58年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく土地掘削、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和５８年度
(起)昭58. 7.21
(決)昭58. 7.26
(施)昭58. 7.26

医務課

7611 4 昭和58年度温泉審議会関係綴 昭和58年度第２回温泉審議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 8
(施)昭58. 9. 8

医務課

7611 5 昭和58年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分の諮問について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.16
(施)昭58. 9.17

医務課

7611 6 昭和58年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく土地掘削、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和５８年度
(起)昭58. 9.28
(決)昭58. 9.30
(施)昭58. 9.30

医務課

7611 7 昭和58年度温泉審議会関係綴 昭和58年度第３回温泉審議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 2
(施)昭58.12. 2

医務課

7611 8 昭和58年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分の諮問について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 8
(決)昭58.12. 9
(施)昭58.12. 9

医務課

7611 9 昭和58年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく土地掘削、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭58.12.22
(施)昭58.12.22

医務課

7611 10 昭和58年度温泉審議会関係綴 昭和58年度第４回温泉審議会の開催について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.21
(決)昭59. 2.25
(施)昭59. 2.25

医務課

7611 11 昭和58年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分の諮問について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.27
(決)昭59. 2.29
(施)昭59. 2.29

医務課

7611 12 昭和58年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく土地掘削、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.19

医務課

7612 1 昭和59年度温泉審議会関係綴 温泉審議会の開催時期等について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4.11
(施)昭59. 4.11

医務課

7612 2 昭和59年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分について（答申）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.27
(決)昭59. 7. 3
(施)昭59. 7. 3

医務課

7612 3 昭和59年度温泉審議会関係綴 昭和59年度第１回温泉審議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.14
(施)昭59. 5.14

医務課

7612 4 昭和59年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 8
(決)昭59. 6.12
(施)昭59. 6.12

医務課

7612 5 昭和59年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく土地掘削、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和５９年度
(起)昭59.10.31
(決)昭59.11. 5
(施)昭59.11. 5

医務課

7612 6 昭和59年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分について

昭和５９年度
(起)昭59.10.18
(決)昭59.10.19
(施)昭59.10.19

医務課

7612 7 昭和59年度温泉審議会関係綴 昭和59年度第２回温泉審議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.28
(施)昭59. 9.28

医務課

7612 8 昭和59年度温泉審議会関係綴
温泉法にもとづく土地掘削、増堀及び動力装置の
許可申請に対する処分について（答申）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.16
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.19

医務課

7612 9 昭和59年度温泉審議会関係綴 昭和59年度第３回温泉審議会の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.18
(決)昭60. 2.22
(施)昭60. 2.22

医務課

7612 10 昭和59年度温泉審議会関係綴
温泉法に基づく土地掘削、増堀及び動力装置の許
可申請に対する処分について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 1
(決)昭60. 3. 5
(施)昭60. 3. 5

医務課
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7613 1
保健事業県費負担金実績報告書
（その１）

昭和57年度　保健事業費県費負担（補助）金の交
付確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 4
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.10

保健予防課

7613 2
保健事業県費負担金実績報告書
（その１）

昭和57年度　老人保健法による保健事業費県費負
担金の交付について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

保健予防課

7614 1
保健事業県費負担金実績報告書
（その２）

昭和57年度　保健事業費県費負担（補助）金の交
付確定について（町村の部）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

保健予防課

7615 1
保健事業県費負担（補助）金交付
要綱

保健事業費県費負担（補助）金交付要綱 昭和５７年度 保健予防課

7616 1
昭和57年度老人健康保持推進事業
綴

昭和57年度老人健康保持推進事業実施計画につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5.12
(決)昭57. 5.12
(施)昭57. 5.13

保健予防課

7617 1 健康大学講座実施報告書 県内各保健所からの実施結果報告書 昭和５７年度 保健予防課

7618 1 健康大学講座報告書 県内各保健所からの実施結果報告書 昭和５８年度 保健予防課

7619 1 昭和57年度健康大学講座綴 健康大学講座委託事業実施報告書の提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 5 静岡県医師会長

7619 2 昭和57年度健康大学講座綴
昭和57年度健康大学講座開催事業委託に係る委託
料の前金払について

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 1 保険予防課

7619 3 昭和57年度健康大学講座綴 昭和57年度健康大学講座の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.14
(施)昭57. 4.16

保険予防課

7620 1
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

昭和57年度老人保健対策費補助金の事業実績報告
について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.14
(決)昭58. 7.15
(施)昭58. 7.15

保健予防課

7620 2
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

昭和57年度老人保健対策費県費補助金の交付確定
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 5
(決)昭59. 3.14

保健予防課

7620 3
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

昭和57年度老人保健対策費県費補助金の実績報告
書について（依頼）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.20
(決)昭58. 6.22
(施)昭58. 6.22

保健予防課

7620 4
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

住宅老人機能回復訓練事業の事前施行について
（伺い）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.17 老人福祉課

7620 5
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

昭和57年度老人保健対策費補助金の交付申請につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.11.22
(決)昭57.11.24
(施)昭57.11.24

老人福祉課

7620 6
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

昭和57年度老人保健対策費県費補助金の実績報告
書について

昭和５８年度 (収)昭58. 6.29
沼津市福祉事務
所長

7620 7
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 1 熱海市長

7620 8
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 6 三島市長

7620 9
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.28 富士市長

7620 10
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 1 富士宮市長

7620 11
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.30 御殿場市長
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7620 12
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.29 裾野市長

7620 13
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.30 静岡市長

7620 14
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.28 清水市長

7620 15
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 5 島田市長

7620 16
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.30 藤枝市長

7620 17
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 2 浜松市長

7620 18
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 1 袋井市長

7620 19
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.29 浜北市長

7620 20
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7.12 湖西市長

7620 21
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 4 天竜市長

7620 22
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 2 東伊豆町長

7620 23
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 5 河津町長

7620 24
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.29 由比町長

7620 25
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.27 蒲原町長

7620 26
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.27 岡部町長

7620 27
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 1 榛原町長

7620 28
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.29
大須賀町長職務
代理者

7620 29
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書の提出
について

昭和５８年度 (収)昭58. 6.30 浜岡町長

7620 30
老人保健対策費補助金の事業実績
報告書

老人保健対策費県費補助金事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 6.30 雄踏町長

7621 1 成人病予防対策事業実績報告書
昭和57年度成人病予防対策費補助金事業の実績報
告書提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.10

保健予防課

7621 2 成人病予防対策事業実績報告書
昭和57年度成人病予防対策費補助金事業の交付申
請書提出について

昭和５７年度
(起)昭57.11.26
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.30

保健予防課
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7621 3 成人病予防対策事業実績報告書
循環器疾患予防重点地区対策の地区の選定につい
て（協議）

昭和５７年度
(起)昭57.11.16
(決)昭57.11.19
(施)昭57.11.19

保健予防課

7621 4 成人病予防対策事業実績報告書
昭和57年度成人病予防対策費補助金事業の交付申
請書提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 2
(決)昭57. 7. 7
(施)昭57. 7. 8

保健予防課

7622 1 動物保護関係綴 動物愛護週間関係事務の資料について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 4.10
(決)昭57. 4.10

食品衛生課

7622 2 動物保護関係綴 ねこ引取り事業委託契約説明会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.12
(決)昭57. 4.13

食品衛生課

7622 3 動物保護関係綴 動物保護管理行政関係資料について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.21

食品衛生課

7622 4 動物保護関係綴
動物による咬傷事件等の実態調査について（回
答）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.24
(決)昭57. 4.26
(施)昭57. 4.26

食品衛生課

7622 5 動物保護関係綴 ねこ引取り事業委託契約説明会の資料について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.27 食品衛生課

7622 6 動物保護関係綴 ねこの登録制について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 4
(決)昭57. 5.12
(施)昭57. 5.12

食品衛生課

7622 7 動物保護関係綴
ねこ引取り事業委託契約説明会における発言・質
疑要旨について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.12
(決)昭57. 5.15

食品衛生課

7622 8 動物保護関係綴
都道府県・政令市動物保護管理行政主管課長会議
の開催について（回答）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.15
(決)昭57. 5.18
(施)昭57. 5.18

食品衛生課

7622 9 動物保護関係綴 動物収容施設整備計画について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.15
(決)昭57. 5.18
(施)昭57. 5.18

食品衛生課

7622 10 動物保護関係綴 ねこ引取り事業実績の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.15
(決)昭57. 5.18
(施)昭57. 5.18

食品衛生課

7622 11 動物保護関係綴
復命書（都道府県政令市動物保護管理行政主管課
長会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 5 食品衛生課

7622 12 動物保護関係綴
動物愛護週間ポスター及び絵本の配布並びにポス
ターの掲示について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 2
(決)昭57. 8. 2
(施)昭57. 8. 2

食品衛生課

7622 13 動物保護関係綴 復命書（動物保護協会運営地域懇談会） 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 2 食品衛生課

7622 14 動物保護関係綴 復命書（動物保護協会運営地域懇談会） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.29 食品衛生課

7622 15 動物保護関係綴 復命書（動物保護協会運営地域懇談会） 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 2 食品衛生課

7622 16 動物保護関係綴 復命書（動物保護協会運営地域懇談会） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.31 食品衛生課

7622 17 動物保護関係綴 動物愛護週間行事予定変更について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.11
(決)昭57. 8.13
(施)昭57. 8.13

食品衛生課

7622 18 動物保護関係綴
都道府県・政令市動物保護管理行政担当者実務研
修会の出席者について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.24
(決)昭57. 9.25
(施)昭57. 9.27

食品衛生課

7622 19 動物保護関係綴
動物愛護週間関係行事等の実施状況について（回
答）

昭和５７年度
(起)昭57.10.12
(決)昭57.10.12

食品衛生課
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7622 20 動物保護関係綴 動物収容施設の実態調査について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.25
(施)昭57.10.25

食品衛生課

7622 21 動物保護関係綴 昭和57年度獣医師会会報への寄稿について 昭和５７年度
(起)昭57.12. 2
(決)昭57.12. 3
(施)昭57.12. 3

食品衛生課

7622 22 動物保護関係綴
条例に基づく危険な動物の飼養許可等に関する調
査について（回答）

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 4
(決)昭58. 2. 7
(施)昭58. 2. 7

食品衛生課

7622 23 動物保護関係綴 犬の咬傷事故実態調査について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.17
(決)昭58. 2.17
(施)昭58. 2.17

食品衛生課

7622 24 動物保護関係綴
ねこの保護及び管理に関する要網等制定状況調査
について（照会）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.21
(決)昭58. 1.24
(施)昭58. 1.24

食品衛生課

7622 25 動物保護関係綴
市（区）町村等における「ねこの保護及び管理に
関する要網等制定状況」調査について（回答）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.24
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

食品衛生課

7623 1 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和57年３月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 2 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和57年２月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 3 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和57年１月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 4 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年12月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 5 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年11月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 6 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年10月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 7 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年９月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 8 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年８月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 9 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年７月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 10 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年６月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 11 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年５月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7623 12 狂犬病予防月報　No.１ 狂犬病予防月報（昭和56年４月分） 昭和５６年度 食品衛生課

7624 1 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和58年３月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 2 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和58年２月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 3 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和58年１月分） 昭和５７年度 食品衛生課
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7624 4 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年12月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 5 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年11月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 6 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年10月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 7 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年９月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 8 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年８月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 9 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年７月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 10 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年６月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 11 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年５月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7624 12 狂犬病予防月報　No.２ 狂犬病予防月報（昭和57年４月分） 昭和５７年度 食品衛生課

7625 1
調理師法施行規則第13条の規定に
基づく届出綴

調理師法施行規則第13条の規定に基づく届出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 1
(決)昭57. 5. 4
(施)昭57. 5.10

食品衛生課

7625 2
調理師法施行規則第13条の規定に
基づく届出綴

調理師法施行規則第13条の規定に基づく届出につ
いて（進達）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.13
(決)昭57. 5.17
(施)昭57. 5.18

食品衛生課

7625 3
調理師法施行規則第13条の規定に
基づく届出綴

調理師法施行規則第13条の規定に基づく届出につ
いて（進達）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.18
(決)昭57. 5.21
(施)昭57. 5.24

食品衛生課

7625 4
調理師法施行規則第13条の規定に
基づく届出綴

調理師法施行規則第13条の規定に基づく届出につ
いて（進達）

昭和５７年度
(起)昭57.11.17
(決)昭57.11.22
(施)昭57.11.22

食品衛生課

7625 5
調理師法施行規則第13条の規定に
基づく届出綴

調理師法施行規則第13条の規定に基づく届出につ
いて（進達）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.17
(決)昭57. 5.21
(施)昭57. 5.22

食品衛生課

7625 6
調理師法施行規則第13条の規定に
基づく届出綴

調理師法施行規則第13条の規定に基づく届出につ
いて（進達）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.20
(決)昭58. 4.25
(施)昭58. 4.25

食品衛生課

7626 1 火葬場・納骨堂許可　No.１ 納骨堂の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.17
(決)昭58. 6.18
(施)昭58. 6.22

環境衛生課

7626 2 火葬場・納骨堂許可　No.１ 火葬場の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 4
(施)昭58. 7. 4

環境衛生課

7626 3 火葬場・納骨堂許可　No.１ 火葬場の廃止について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.23
(決)昭58. 8.24
(施)昭58. 8.26

環境衛生課

7626 4 火葬場・納骨堂許可　No.１ 納骨堂の経営について 昭和５８年度
(起)昭58.10.12
(決)昭58.10.13
(施)昭58.10.15

環境衛生課

7626 5 火葬場・納骨堂許可　No.１ 納骨堂の経営について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.27
(施)昭59. 1.31

環境衛生課

7626 6 火葬場・納骨堂許可　No.１ 納骨堂の廃止について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.21
(決)昭59. 2.22
(施)昭59. 3. 1

環境衛生課
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7627 1 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 4
(決)昭58. 4. 6
(施)昭58. 4. 8

環境衛生課

7627 2 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.28
(決)昭58. 5. 7
(施)昭58. 5. 9

環境衛生課

7627 3 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 6
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.10

環境衛生課

7627 4 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（浜松市）について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.10
(決)昭58. 5.16
(施)昭58. 5.16

環境衛生課

7627 5 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.25
(決)昭58. 6. 3
(施)昭58. 6. 4

環境衛生課

7627 6 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.14
(決)昭58. 6.16
(施)昭58. 6.16

環境衛生課

7627 7 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.14
(決)昭58. 6.16
(施)昭58. 6.16

環境衛生課

7627 8 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 5
(決)昭58. 7. 8
(施)昭58. 7.11

環境衛生課

7627 9 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 5
(決)昭58. 7. 8
(施)昭58. 7.11

環境衛生課

7627 10 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.25
(決)昭58. 7.28
(施)昭58. 7.28

環境衛生課

7627 11 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.25
(決)昭58. 7.28
(施)昭58. 7.28

環境衛生課

7627 12 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 2
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

環境衛生課

7627 13 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 2
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

環境衛生課

7627 14 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.16
(決)昭58. 8.18
(施)昭58. 8.19

環境衛生課

7627 15 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（（宗）龍翔寺）について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.23
(決)昭58. 8.24
(施)昭58. 8.26

環境衛生課

7627 16 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 2
(施)昭58. 9.13

環境衛生課

7627 17 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.16
(決)昭58. 9.17
(施)昭58. 9.22

環境衛生課

7627 18 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.16
(決)昭58. 9.17
(施)昭58. 9.22

環境衛生課

7627 19 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 8
(決)昭58.10.11
(施)昭58.10.12

環境衛生課

7627 20 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 6
(決)昭58.10.11
(施)昭58.10.12

環境衛生課

7627 21 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 7
(施)昭58.11.10

環境衛生課
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7627 22 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（吉永農業協同組合）について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11.11
(施)昭58.11.22

環境衛生課

7627 23 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.26
(施)昭58.11.28

環境衛生課

7627 24 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（竜洋町）について 昭和５８年度
(起)昭58.11.24
(決)昭58.11.26
(施)昭58.11.28

環境衛生課

7627 25 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58.12.10
(決)昭58.12.22
(施)昭58.12.26

環境衛生課

7627 26 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.10
(決)昭59. 1.17
(施)昭59. 1.17

環境衛生課

7627 27 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.17
(決)昭59. 1.19
(施)昭59. 1.26

環境衛生課

7627 28 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.19
(決)昭59. 1.19
(施)昭59. 1.26

環境衛生課

7627 29 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.27
(施)昭59. 1.31

環境衛生課

7627 30 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.21
(決)昭59. 2.22
(施)昭59. 3. 1

環境衛生課

7627 31 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 1
(決)昭59. 3. 3
(施)昭59. 3. 3

環境衛生課

7627 32 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.16

環境衛生課

7627 33 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.13
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.16

環境衛生課

7627 34 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.16

環境衛生課

7627 35 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.22

環境衛生課

7627 36 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.27
(施)昭59. 3.30

環境衛生課

7627 37 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（個人）について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.23
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.30

環境衛生課

7627 38 墓地許可申請書（廃止） 墓地の廃止（浜北市）について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.23
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.30

環境衛生課

7628 1 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）上嶽寺）について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.20
(決)昭58. 4.25
(施)昭58. 4.25

環境衛生課

7628 2 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）大善寺）について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.10

環境衛生課

7628 3 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（個人）について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.10

環境衛生課

7628 4 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（財）富士霊園）について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.10

環境衛生課
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7628 5 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）知徳寺）について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.14
(決)昭58. 6.16
(施)昭58. 6.16

環境衛生課

7628 6 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）大養院）について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.20
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.22

環境衛生課

7628 7 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）清源院）について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 2
(施)昭58. 7. 4

環境衛生課

7628 8 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）本覚寺）について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 4
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 6

環境衛生課

7628 9 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）東国寺）について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 4
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 6

環境衛生課

7628 10 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）保壽寺）について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.16
(決)昭58. 7.19
(施)昭58. 7.22

環境衛生課

7628 11 墓地許可申請書（変更） 墓地の区域の変更（（宗）宗参寺）について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.25
(決)昭58. 7.28
(施)昭58. 7.28

環境衛生課

7629 1 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.10

環境衛生課

7629 2 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6.10
(施)昭58. 6.10

環境衛生課

7629 3 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.20
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.22

環境衛生課

7629 4 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 2
(施)昭58. 7. 4

環境衛生課

7629 5 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.11
(決)昭58. 7.12
(施)昭58. 7.12

環境衛生課

7629 6 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.11
(決)昭58. 7.12
(施)昭58. 7.12

環境衛生課

7629 7 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.25
(決)昭58. 7.28
(施)昭58. 7.28

環境衛生課

7629 8 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.18
(決)昭58. 8.20
(施)昭58. 8.20

環境衛生課

7629 9 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.16
(決)昭58. 8.18
(施)昭58.10. 6

環境衛生課

7629 10 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 1
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11.10

環境衛生課

7629 11 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.26
(施)昭58.12. 6

環境衛生課

7629 12 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.27
(施)昭59. 1.31

環境衛生課

7629 13 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 3
(施)昭59. 3. 3

環境衛生課

7629 14 墓地許可申請書（経営） 墓地の経営について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.27
(施)昭59. 3.30

環境衛生課
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7630 1
水道水源開発等施設整備費（遠州
水源）国庫補助事業実績報告書
（その１）

昭和57年度水道水源開発等施設整備費（水道水源
開発施設整備費）国庫補助事業実績の報告につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 4. 9 環境衛生課

7631 1
水道水源開発等施設整備費（遠州
水源）国庫補助事業実績報告書
（その２）

昭和57年度水道水源開発等施設整備費（水道広域
化施設整備費）国庫補助事業実績の報告について

昭和５８年度 (収)昭58. 4. 9 環境衛生課

7632 1
水道水源開発等施設整備費（水道
広域化施設整備費）国庫補助事業
実績報告書

昭和57年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事
業実績報告の提出について

昭和５８年度 (収)昭58. 4. 9
静岡県大井川広
域水道企業団

7633 1
水道水源開発等施設整備費（水道
広域化施設整備費）国庫補助事業
実績報告書

昭和57年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事
業実績報告について

昭和５７年度 環境衛生課

7633 2
水道水源開発等施設整備費（水道
広域化施設整備費）国庫補助事業
実績報告書

建設工事請負契約書等 昭和５７年度 環境衛生課

7633 3
水道水源開発等施設整備費（水道
広域化施設整備費）国庫補助事業
実績報告書

写真集 昭和５７年度 環境衛生課

7634 1
佐野簡易水道施設災害復旧費国庫
補助金事業実績報告書（天城湯ヶ
島町）

昭和57年度水道施設災害復旧費（簡易水道施設災
害復旧費）国庫補助事業実績報告について

昭和５７年度 環境衛生課

7635 1
北沼上簡易水道災害復旧費国庫補
助金交付申請書並びに事業実績報
告書（静岡市）

昭和57年度水道施設災害復旧費（簡易水道施設災
害復旧費）国庫補助金交付申請書並びに事業実績
報告書について（静岡市）

昭和５７年度 (収)昭58. 3.15 環境衛生課

7636 1
日東簡易水道災害復旧費国庫補助
金交付申請書並びに事業実績報告
書（掛川市）

昭和57年度水道施設災害復旧費（簡易水道施設災
害復旧費）国庫補助金交付申請書並びに事業実績
報告書について（掛川市）

昭和５７年度 (収)昭58. 3.16 環境衛生課

7637 1 災害復旧関係綴
昭和57年度上水道施設及び簡易水道施設災害復旧
費国庫補助金の確定通知書の送付について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.13

環境衛生課

7637 2 災害復旧関係綴
昭和57年度上水道施設災害復旧費国庫補助金及び
簡易水道施設災害復旧費国庫補助金の交付決定及
び確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 9
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.11

環境衛生課

7637 3 災害復旧関係綴
昭和57年度水道施設災害復旧費国庫補助事業実績
報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 9
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.11

環境衛生課

7637 4 災害復旧関係綴 復命書（災害査定） 昭和５７年度 (起)昭57.12. 4 環境衛生課

7637 5 災害復旧関係綴 立会官の指名について 昭和５７年度 (収)昭57.11.22 東海財務局

7637 6 災害復旧関係綴 水道施設の災害査定について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 5
(決)昭57.11. 8
(施)昭57.11. 8

環境衛生課

7637 7 災害復旧関係綴 復命書（台風18号による災害現地調査） 昭和５７年度 (起)昭57.10.12 環境衛生課

7637 8 災害復旧関係綴 復命書（台風18号による水道施設災害現場調査） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 8 環境衛生課

7637 9 災害復旧関係綴 復命書（台風18号による水道施設災害現地調査） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 8 環境衛生課
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7637 10 災害復旧関係綴 復命書（菊川町上水道　台風災害状況視察） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.18 環境衛生課

7637 11 災害復旧関係綴 水道施設災害報告書の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.24
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

環境衛生課

7637 12 災害復旧関係綴 復命書（修善寺町大沢簡易水道視察） 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 1 環境衛生課

7637 13 災害復旧関係綴 立会官の指名について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.30 東海財務局

7637 14 災害復旧関係綴 水道施設災害復旧事業計画書の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.27
(決)昭57. 8.27
(施)昭57. 8.27

環境衛生課

7637 15 災害復旧関係綴 復命書（富士宮市上水道災害現場調査） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.26 環境衛生課

7637 16 災害復旧関係綴 水道施設の災害査定について災害査定について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.24
(決)昭57. 8.26
(施)昭57. 8.26

環境衛生課

7637 17 災害復旧関係綴 水道施設災害報告書の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.14
(決)昭57. 8.14
(施)昭57. 8.16

環境衛生課

7638 1
美容業適正化規程例外申請・組合
協約等

静岡県美容業適正化規程に基づく例外申請（規
約）の送付について（伺）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.22
(決)昭58. 2.22
(施)昭58. 2.28

環境衛生課

7638 2
美容業適正化規程例外申請・組合
協約等

上申書 昭和５７年度 (収)昭57.11.15
有限会社サン
ロード

7639 1 行財政改革・許認可関係 許認可事務に関する全国知事会の報告について 昭和５７年度 (収)昭57. 5. 1 人事課

7639 2 行財政改革・許認可関係
整理合理化等対象許認可事務整理表、同調査表の
提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.22
(決)昭57. 5.27
(施)昭57. 5.27

環境衛生課

7639 3 行財政改革・許認可関係 許認可事務整理合理化整理表の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 2
(決)昭57. 6. 2
(施)昭57. 6. 4

環境衛生課

7639 4 行財政改革・許認可関係 許認可事務整理合理化整理表の提出について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.17
(決)昭57. 6.17
(施)昭57. 6.17

環境衛生課

7639 5 行財政改革・許認可関係
改善合理化すべき許認可事務当のチェックについ
て

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 4 環境衛生課

7639 6 行財政改革・許認可関係 許認可事務等の見直しと改善 昭和５７年度 (起)昭57. 9.10 環境衛生課

7639 7 行財政改革・許認可関係 許認可事務等の市町村長への委譲について 昭和５７年度
(起)昭57.12.19
(決)昭57.12.19
(施)昭57.12.19

環境衛生課

7639 8 行財政改革・許認可関係 許認可事務等の改善について 昭和５７年度 (収)昭57.10.21 人事課

7640 1 家庭紙調整規程 家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料 昭和５６年度 通商産業省

7641 1 家庭紙調整規程Ⅱ 家庭紙工業組合調整規程 昭和５６年度
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7641 2 家庭紙調整規程Ⅱ 家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料 昭和５６年度
全国家庭用簿葉
紙工業組合連合
会

7642 1 家庭紙調整規程Ⅲ 調整規程申請について業界の状況 昭和５６年度

7642 2 家庭紙調整規程Ⅲ 県家庭紙工業組合調整規程の概要

7642 3 家庭紙調整規程Ⅲ 家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料 昭和５６年度
全国家庭用簿葉
紙工業組合連合
会

7643 1 家庭紙調整規程Ⅳ 静岡県家庭紙工業組合臨時総会議事録 昭和５６年度 (収)昭56.12.26
静岡県家庭紙工
業組合

7643 2 家庭紙調整規程Ⅳ 調整規程認可申請書 昭和５６年度
静岡県家庭紙工
業組合

7643 3 家庭紙調整規程Ⅳ 家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料 昭和５６年度
静岡県家庭紙工
業組合

7643 4 家庭紙調整規程Ⅳ 家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料 昭和５６年度
全国家庭用簿葉
紙工業組合連合
会

7643 5 家庭紙調整規程Ⅳ 全国家庭用簿葉紙工業組合連合会総合調整規程
全国家庭用簿葉
紙工業組合連合
会

7644 1 家庭紙調整規程（延長） 静岡県家庭紙工業組合定款
静岡県家庭紙工
業組合

7644 2 家庭紙調整規程（延長） 調整規程変更認可申請書 昭和５６年度 (収)昭56.11.20
静岡県家庭紙工
業組合

7644 3 家庭紙調整規程（延長）
家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料
（昭和56年11月）

昭和５６年度
静岡県家庭紙工
業組合

7644 4 家庭紙調整規程（延長）
家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料
（昭和56年11月）

昭和５６年度
全国家庭用簿葉
紙工業組合連合
会

7645 1 家庭紙調整規程（再延長） 調整規程変更認可申請書 昭和５６年度 (収)昭57. 2.24
静岡県家庭紙工
業組合

7645 2 家庭紙調整規程（再延長）
家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料
（昭和57年１月）

昭和５６年度
静岡県家庭紙工
業組合

7645 3 家庭紙調整規程（再延長）
家庭用簿葉紙主要４品種に係る安定事業関係資料
（昭和57年１月）

昭和５６年度
全国家庭用簿葉
紙工業組合連合
会

7646 1 繊維統計（昭和60年度） 別珍・コール天輸出入状況 昭和６０年度 (起)昭60. 5.20 地場産業課

7647 1
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

昭和56年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 3
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3.10

雇用保険課

7647 2
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

昭和56年度雇用促進住宅の設置について 昭和５５年度
(起)昭56. 3. 6
(決)昭56. 3. 7
(施)昭56. 3.10

雇用保険課
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7647 3
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

昭和56年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５５年度 (収)昭56. 3.13 雇用促進事業団

7647 4
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

昭和56年度雇用促進住宅建設用地にかかる説明会
の開催について

昭和５５年度 (収)昭56. 3.30 雇用促進事業団

7647 5
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

昭和56年度雇用促進住宅の設置について 昭和５６年度
(起)昭56. 3.31
(決)昭56. 4. 1
(施)昭56. 4. 1

雇用保険課

7647 6
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

昭和56年度雇用促進住宅建設用地にかかる説明会
について

昭和５６年度 (起)昭56. 4.13 雇用保険課

7647 7
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

昭和56年度雇用促進住宅建設用地の変更について 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 雇用保険課

7647 8
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅富士見台宿舎の業務運営開始につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 6.25
(決)昭56. 6.25
(施)昭56. 6.25

雇用保険課

7647 9
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅入居案内の送付について 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 7 雇用保険課

7647 10
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

３ＤＫ宿舎貸与要件の緩和について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 8. 7
(施)昭56. 8. 7

雇用保険課

7647 11
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅借受申請書の送付について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.30
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

雇用保険課

7647 12
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

３ＤＫ宿舎の貸与要件の緩和について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.14
(決)昭56. 8.17
(施)昭56. 8.17

雇用保険課

7647 13
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅建設にかかる「建設予定地を推せん
するにあたって調査する事項」の提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.17
(決)昭56. 8.20
(施)昭56. 8.20

雇用保険課

7647 14
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅相良宿舎の業務運営開始について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.18
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

雇用保険課

7647 15
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅井崎宿舎落成式における部長祝辞に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 9
(決)昭56. 9.14
(施)昭56. 9.14

雇用保険課

7647 16
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅建設用地取得遅延について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.22
(施)昭56. 9.22

雇用保険課

7647 17
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅井崎宿舎の業務運営開始について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 2
(決)昭56.10. 5
(施)昭56.10. 5

雇用保険課

7647 18
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅島田宿舎の計画配置図の送付につい
て

昭和５６年度 (収)昭56.10.13 雇用促進事業団

7647 19
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅浅場宿舎の計画配置図の送付につい
て

昭和５６年度 (収)昭56.10.24 雇用促進事業団

7647 20
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅借受申請書の取扱いについて 昭和５６年度
(起)昭56.10.23
(決)昭56.10.26
(施)昭56.10.26

雇用保険課

7647 21
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅の借受申請について 昭和５６年度
(起)昭56.10.21
(決)昭56.10.27
(施)昭56.10.27

雇用保険課

7647 22
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

ゴミ焼却炉設置について 昭和５６年度
(起)昭56.12.14
(決)昭56.12.14
(施)昭56.12.14

雇用保険課

7647 23
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅建設用地の決定について取得遅延に
ついて

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 1 雇用促進事業団
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7647 24
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅大柳宿舎機械設備工事の現場説明及
び入札について

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 3 雇用促進事業団

7647 25
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅浅羽宿舎機械設備工事の現場説明及
び入札について

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 3 雇用促進事業団

7647 26
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅大柳宿舎電気設備工事の現場説明及
び入札について

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 3 雇用促進事業団

7647 27
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅浅羽宿舎電気設備工事の現場説明及
び入札について

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 3 雇用促進事業団

7647 28
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅浅羽宿舎建築工事の現場説明及び入
札について

昭和５６年度 (収)昭57. 3.15 雇用促進事業団

7647 29
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

雇用促進住宅大柳宿舎建築工事の現場説明及び入
札について

昭和５６年度 (収)昭57. 3.15 雇用促進事業団

7647 30
昭和56年度雇用促進住宅建築関係
綴

昭和57年度雇用促進住宅の設置計画について 昭和５６年度 (収)昭57. 3.18 雇用促進事業団

7648 1
昭和57年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）建設要望書綴

昭和57年度雇用促進住宅ならびに福祉施設の設置
要望について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.31
(決)昭56. 8. 1
(施)昭56. 8. 1

雇用保険課

7648 2
昭和57年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）建設要望書綴

昭和57年度雇用促進住宅ならびに福祉施設の設置
要望について

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 8. 5
(施)昭56. 8. 5

雇用保険課

7648 3
昭和57年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）建設要望書綴

昭和57年度雇用促進事業団福祉施設設置要望地調
査について

昭和５６年度 (起)昭56.10. 8 雇用保険課

7648 4
昭和57年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）建設要望書綴

昭和57年度雇用促進事業団福祉施設設置要望につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56.10. 8 雇用保険課

7648 5
昭和57年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）建設要望書綴

昭和57年度雇用促進事業団福祉施設設置要望地調
査結果及び推せん順位について

昭和５６年度 (起)昭56.10.20 雇用保険課

7648 6
昭和57年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）建設要望書綴

昭和57年度雇用促進住宅ならびに福祉施設の設置
要望について

昭和５６年度
(起)昭56.10.27
(決)昭56.10.29
(施)昭56.10.29

雇用保険課

7648 7
昭和57年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）建設要望書綴

昭和57年度雇用促進住宅設置要望に関する諸資料
の提出について

昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(決)昭56.11.11
(施)昭56.11.11

雇用保険課

7648 8
昭和57年度雇用促進事業団（住
宅・福祉関係）建設要望書綴

勤労者体育施設建設に係る同意書の送付について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 8
(決)昭56.12. 9
(施)昭56.12. 9

雇用保険課

7649 1 農地保有合理化促進事業実施計画
昭和57年度農地保有合理化促進事業計画の改定に
ついて

昭和５７年度
(起)昭58. 1.31
(施)昭58. 2. 2

畜産課

7649 2 農地保有合理化促進事業実施計画
昭和57年度農地保有合理化促進特別事業資金の貸
付枠について（改訂）

昭和５７年度 (収)昭57.12. 4
関東農政局農政
部長

7649 3 農地保有合理化促進事業実施計画
復命書（昭和57年度農地保有合理化促進事業の改
訂実施計画ヒアリング等について）

昭和５７年度 (起)昭57.10.21 畜産課

7649 4 農地保有合理化促進事業実施計画
昭和57年度農地保有合理化促進事業の改訂実施計
画ヒアリングについて（伺い）

昭和５７年度 (起)昭57.10.18 畜産課

7649 5 農地保有合理化促進事業実施計画
昭和57年度農地保有合理化促進事業のヒヤリング
について（伺い）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.25 畜産課

7649 6 農地保有合理化促進事業実施計画
復命書（昭和57年度農地保有合理化促進事業ヒヤ
リング）

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 1 畜産課
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7650 1
昭和59年度農用地利用増進事業達
成事業報告書

農用地利用増進特別対策事業完了報告について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.13
(決)昭59. 7.18
(施)昭59. 7.18

農政課

7650 2
昭和59年度農用地利用増進事業達
成事業報告書

農用地利用増進特別対策事業完了報告について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.31
(決)昭59. 5.31
(施)昭59. 5.31

農政課

7650 3
昭和59年度農用地利用増進事業達
成事業報告書

農用地利用増進特別対策事業実施地区における集
落農業構造改善計画達成状況報告について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.31
(決)昭59. 5.31
(施)昭59. 5.31

農政課

7651 1
昭和60年度農用地利用増進事業達
成事業報告書

農用地利用増進特別対策事業完了報告について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.29
(決)昭60. 6.29
(施)昭60. 6.29

農政課

7651 2
昭和60年度農用地利用増進事業達
成事業報告書

農用地利用増進特別対策事業実施地区における集
落農業改善計画達成状況報告について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.29
(決)昭60. 6.29
(施)昭60. 6.29

農政課

7652 1 30周年記念・第23回農業青年会議
故（個人名）氏に対する感謝状授与の依頼につい
て（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭58.12.24
(施)昭58.12.24

後継者養成課

7652 2 30周年記念・第23回農業青年会議
第23回静岡県農業青年会議の発表会における成績
優秀者に対する知事賞の交付について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.18
(決)昭59. 1.25

後継者養成課

7652 3 30周年記念・第23回農業青年会議
静岡県４Hクラブ30周年記念式典における知事祝
辞について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 1
(決)昭59. 2. 7
(施)昭59. 2. 9

後継者養成課

7652 4 30周年記念・第23回農業青年会議
静岡県４Hクラブ連絡協議会30周年記念事業の報
道機関への資料提供について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.31
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

後継者養成課

7652 5 30周年記念・第23回農業青年会議
４Hクラブ県連30周年記念式典並びに第23回静岡
県農業青年会議の開催について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.26
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

後継者養成課

7652 6 30周年記念・第23回農業青年会議
第23回静岡県農業青年会議の発表会における審査
員の依頼について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.31
(決)昭59. 1.31
(施)昭59. 1.31

後継者養成課

7652 7 30周年記念・第23回農業青年会議
静岡県４Hクラブ連絡協議会30周年記念誌への投
稿について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.12. 7
(決)昭58.12.19
(施)昭58.12.19

後継者養成課

7653 1 組織定数関係（農試） 農業試験場組織について 昭和５４年度 (施)昭55. 1.11 農業技術課

7653 2 組織定数関係（農試） 定数１％削減整理表の報告 昭和５４年度 (施)昭54.12.21 農業技術課

7653 3 組織定数関係（農試） 昭和55年度組織改正及び職員定数配置計画 昭和５４年度 (施)昭54.12.12 農業技術課

7653 4 組織定数関係（農試） 組織機構に関する部長協議 昭和５４年度 (施)昭54.12. 5 農業技術課

7653 5 組織定数関係（農試） 行政部会分科会検討結果報告書 昭和５４年度 (施)昭54.10.26 農業技術課

7653 6 組織定数関係（農試）
復命書（行財政対策委員会、農林短大大学校分科
会）

昭和５４年度 (施)昭54. 9.29 農業技術課

7654 1 組織改正試案 組織改正試案（昭和51年７月16日）農業水産部 昭和５１年度 農業技術課

7654 2 組織改正試案
組織改正試案（資料編）（昭和51年７月16日）農
業水産部

昭和５１年度 農業技術課

7655 1
農業後継者地域実践活動推進事業
例規綴

農業後継者地域実践活動推進事業費補助金交付要
綱の制定について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.24
(決)昭58. 9.21
(施)昭58. 9.22

後継者養成課
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7655 2
農業後継者地域実践活動推進事業
例規綴

静岡県農業後継者地域実践活動推進事業実施要領
の制定について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.12
(決)昭58. 8.19
(施)昭58. 8.20

後継者養成課

7655 3
農業後継者地域実践活動推進事業
例規綴

農業後継者地域実践活動推進事業費補助金交付要
綱の制定について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 2
(決)昭57. 9.20
(施)昭57. 9.21

後継者養成課

7655 4
農業後継者地域実践活動推進事業
例規綴

静岡県農業後継者地域実践活動推進事業実施要領
の制定について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.19
(決)昭57. 9. 1
(施)昭57. 9. 2

後継者養成課

7656 1
農村青少年およびその集団の実態
調査

「農村青少年及びその集団の実態調査」報告につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59. 9.25
(施)昭59. 9.25

後継者養成課

7656 2
農村青少年およびその集団の実態
調査

農村青少年及びその集団の実態調査について 昭和５８年度
(起)昭58.10.22
(決)昭58.11. 1
(施)昭58.11. 4

後継者養成課

7657 1
昭和60年度農村婦人役割開発促進
事業

復命書（農村婦人フォーラム） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.18 農業技術課

7657 2
昭和60年度農村婦人役割開発促進
事業

農村婦人フォーラムの資料等について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.10 農業技術課

7657 3
昭和60年度農村婦人役割開発促進
事業

農村婦人フォーラム次長及び渡辺会長挨拶文につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 2.10
(決)昭61. 2.13

農業技術課

7657 4
昭和60年度農村婦人役割開発促進
事業

農村婦人フォーラムの開催について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.27
(決)昭61. 2. 3
(施)昭61. 2. 3

農業技術課

7657 5
昭和60年度農村婦人役割開発促進
事業

昭和60年度農村婦人役割開発促進事業専門委員会
議の開催について

昭和６０年度 (起)昭60.12.17 農業技術課

7657 6
昭和60年度農村婦人役割開発促進
事業

農村婦人役割開発促進事業担当者会議の開催につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.11. 5
(施)昭60.11. 5

農業技術課

7657 7
昭和60年度農村婦人役割開発促進
事業

昭和60年度農村婦人役割開発企画推進会議の開催
について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.11
(決)昭60. 5.24
(施)昭60. 5.24

農業技術課

7658 1
農地法第５条許可申請書：天竜市 
（大臣許可）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.24
(施)昭58. 3.24

農地森林部総務
課

7658 2
農地法第５条許可申請書：天竜市 
（大臣許可）

農地法第５条第１項の規定による許可申請につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 3
(決)昭58. 3. 3
(施)昭58. 3. 3

農地森林部総務
課

7659 1 昭和58年度鳥獣保護区の設定
鳥獣保護区の設定等と農業上の土地利用との調整
について（報告）

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 7
(決)昭58. 7. 8
(施)昭58. 7. 8

農政課

7660 1 昭和59年度鳥獣保護区の設定
鳥獣保護区の設定等と農業上の土地利用との調整
について（報告）

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 1
(決)昭59. 8. 2
(施)昭59. 8. 2

農政課

7661 1 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年12月 昭和５９年度 静岡地方気象台

7661 2 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年11月 昭和５９年度 静岡地方気象台

7661 3 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年10月 昭和５９年度 静岡地方気象台

7661 4 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年９月 昭和５９年度 静岡地方気象台

7661 5 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年８月 昭和５９年度 静岡地方気象台
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7661 6 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年７月 昭和５９年度 静岡地方気象台

7661 7 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年６月 昭和５９年度 静岡地方気象台

7661 8 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年５月 昭和５９年度 静岡地方気象台

7661 9 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年４月 昭和５９年度 静岡地方気象台

7661 10 静岡県気象月報 災害時気象速報（昭和59年３月20日） 昭和５８年度 気象庁

7661 11 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年３月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 12 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年２月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 13 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和59年１月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 14 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年12月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 15 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年11月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 16 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年10月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 17 静岡県気象月報 災害時気象速報（昭和58年10月６日） 昭和５８年度 気象庁

7661 18 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年９月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 19 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年８月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 20 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年７月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 21 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年６月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 22 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年５月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 23 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年４月 昭和５８年度 静岡地方気象台

7661 24 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年３月 昭和５７年度 静岡地方気象台

7661 25 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年２月 昭和５７年度 静岡地方気象台

7661 26 静岡県気象月報 静岡県気象月報　昭和58年１月 昭和５７年度 静岡地方気象台
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7662 1
昭和56年度　国営土地改良施設機
能整備対策調査報告書（大井川地
区）

国営土地改良施設機能整備対策調査・報告書の提
出について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.26
(決)昭57. 2.27
(施)昭57. 2.27

農地企画課

7663 1
昭和57年度国営土地改良施設機能
整備対策調査報告書（大井川地
区）

昭和57年度土地改良事業地区調査（大井川地区）
の調査報告書の提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.26
(決)昭58. 2.28
(施)昭58. 2.28

農地企画課

7664 1
共済規程の変更（昭和57年４月１
日）

共済規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 3.29
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 4. 1

農業団体課

7665 1 名称変更に伴う諸規程の変更 宅地等供給事業実施規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.27

農業団体課

7665 2 名称変更に伴う諸規程の変更 共済規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.27

農業団体課

7665 3 名称変更に伴う諸規程の変更 内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.27

農業団体課

7665 4 名称変更に伴う諸規程の変更 農地信託規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.27

農業団体課

7666 1
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.28
(決)昭58. 3. 7
(施)昭58. 3. 7

農業団体課

7666 2
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57.12.20
(決)昭57.12.21
(施)昭57.12.21

農業団体課

7666 3
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57.11.15
(決)昭57.11.17

農業団体課

7666 4
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 4
(決)昭57.11. 8

農業団体課

7666 5
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57.10.21
(決)昭57.10.23
(施)昭57.10.25

農業団体課

7666 6
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.25
(決)昭57. 9.25
(施)昭57. 9.27

農業団体課

7666 7
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.25
(決)昭57. 9.25
(施)昭57. 9.27

農業団体課

7666 8
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.27

農業団体課

7666 9
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 8
(決)昭57. 7.12

農業団体課

7666 10
内国為替承認、内国為替規程変更
承認

内国為替取引規程の変更承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 6.21

農業団体課

7667 1
昭和55年産農産物生産費調査報告
野菜生産費

昭和55年産農産物生産費調査報告野菜生産費 昭和５６年度 (収)昭57. 3.10
農林水産省統計
情報部

7668 1
昭和57年産農産物生産費調査報告
野菜生産費

昭和57年産農産物生産費調査報告野菜生産費 昭和５８年度 (収)昭59. 2.21
農林水産省統計
情報部

7669 1 昭和56年関東の野菜 関東の野菜 昭和５６年度 (収)昭56. 8.  
関東農政局生産
流通部
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7670 1 昭和57年関東の野菜 関東の野菜 昭和５７年度 (収)昭57. 9.  
関東農政局生産
流通部

7671 1 昭和56年野菜関係資料 野菜関係資料 昭和５５年度 (収)昭56. 2.  
食品流通局野菜
計画課・野菜振
興課

7672 1 昭和57年野菜関係資料 野菜関係資料 昭和５６年度 (収)昭57. 2.  
食品流通局野菜
計画課・野菜振
興課

7673 1 昭和58年野菜関係資料 野菜関係資料 昭和５７年度 (収)昭58. 2.  
食品流通局野菜
計画課・野菜振
興課

7674 1 野菜振興対策関係資料 野菜振興対策関係資料 昭和５９年度 (収)昭59. 6.  
農林水産省食品
流通局野菜振興
課

7675 1 エネルギー情報　No.３ エネルギー情報　No.３ 昭和５６年度 (収)昭56.10.  
静岡県資源エネ
ルギー課

7676 1 エネルギー情報　No.６ エネルギー情報　No.６ 昭和５７年度 (収)昭57. 7.  
静岡県資源エネ
ルギー課

7677 1 エネルギー情報　No.７ エネルギー情報　No.７ 昭和５７年度 (収)昭57. 8.  
静岡県資源エネ
ルギー課

7678 1 エネルギー情報　No.８ エネルギー情報　No.８ 昭和５７年度 (収)昭57.10.  
静岡県資源エネ
ルギー課

7679 1
農林業におけるエネルギー開発利
用の方向

農林業におけるエネルギー開発利用の方向 昭和５７年度 (収)昭57.12.  
農林水産業エネ
ルギー基本対策
研究会

7680 1
農林業におけるエネルギー開発利
用の方向（資料編）

農林業におけるエネルギー開発利用の方向（資料
編）

昭和５７年度 (収)昭57.12.  
農林水産業エネ
ルギー基本対策
研究会

7681 1 明日のエネルギーを考えよう 明日のエネルギーを考えよう 昭和５７年度 (収)昭58. 3.  
静岡県生活環境
部資源エネル
ギー課

7682 1 国への予算要望書 農林水産庁等への陳情について 昭和６０年度 (起)昭60.12.18 畜産課

7682 2 国への予算要望書
「国の61年度予算に対する要望事項」追加、補充
等について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 8 畜産課

7682 3 国への予算要望書 国の予算編成に対する要望書 昭和６０年度 (収)昭60. 6.13 全国畜産課長会

7682 4 国への予算要望書 国の60年度予算に対する陳情調 昭和５９年度 (起)昭59.12.21 畜産課

7682 5 国への予算要望書 昭和60年度予算に対する要望について 昭和５９年度 (起)昭59. 5.10 畜産課

7683 1 会計検査（農林３課）（60.２） 会計検査調書 昭和５９年度 畜産課

7684 1
昭和59年度配・混合飼料精算状況
等調査綴

昭和59年度配・混合飼料精算状況等調査書 昭和５９年度 畜産課
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7685 1
昭和60年度配・混合飼料精算状況
等調査綴

昭和60年度配・混合飼料精算状況等調査書 昭和６０年度 畜産課

7686 1 飼料作物栽培利用の手引 飼料作物栽培利用の手引（昭和61年３月） 昭和６０年度 畜産課

7686 2 飼料作物栽培利用の手引
「飼料作物栽培・利用の手引」の印刷、配布につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.20

畜産課

7687 1
国有林払下げ地無承認転売関係
（裾野市）

新市町村建設促進法第25条第１項の規程に基づき
買い受けた林野の一部処分について（承認）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.31
(決)昭56. 9. 2
(施)昭56. 9. 2

林政課

7687 2
国有林払下げ地無承認転売関係
（裾野市）

新市町村建設促進法第25条第１項の規程に基づき
買い受けた林野の一部処分について（協議）

昭和５５年度
(起)昭56. 3.25
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

林政課

7687 3
国有林払下げ地無承認転売関係
（裾野市）

復命書（払下げ国有林の無承認転売について） 昭和５５年度 (起)昭55.12.26 林政課

7688 1 広葉樹調査天竜地域（１） 資料の提出について 昭和５７年度 (起)昭58. 2. 8 林政課

7688 2 広葉樹調査天竜地域（１） 広葉樹賦在状況調査について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 5
(決)昭57. 7. 6
(施)昭57. 7. 6

林政課

7689 1 広葉樹調査天竜地域（２） 調査樹種名索引関係書 昭和５７年度 林政課

7690 1 広葉樹調査天竜地域写真
昭和57年度天竜地域広葉樹調査写真（春野町・森
町・水窪町・浜松市・引佐町など）及び位置図

昭和５７年度 林政課

7691 1 林業機械実態調査
昭和56年度林業機械稼働実態調査について（報
告）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4. 9
(施)昭57. 4. 9

林政課

7692 1 林業機械普及資料綴 林業機械普及資料 昭和５７年度 林政課

7693 1 国有林施業計画関係綴
東京地域施業計画区第４次地域施業計画に係る審
議会の出席について（報告）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 2
(施)昭60. 2. 4

林政課

7693 2 国有林施業計画関係綴 復命書（第４次地域施業計画審議会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.16 林政課

7693 3 国有林施業計画関係綴
復命書（公有林野等官行造林地施業計画説明会出
席）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.30 林政課

7694 1
昭和56年度保安林適正管理実態調
査

昭和56年度保安林適正管理実態調査 昭和５６年度 天竜林業事務所

7694 2
昭和56年度保安林適正管理実態調
査

昭和56年度保安林適正管理実態調査 昭和５６年度 金谷林業事務所

7694 3
昭和56年度保安林適正管理実態調
査

昭和56年度保安林適正管理実態調査 昭和５６年度 静岡林業事務所

7694 4
昭和56年度保安林適正管理実態調
査

昭和56年度保安林適正管理実態調査の報告につい
て

昭和５６年度 (収)昭57. 2.27 沼津林業事務所

7694 5
昭和56年度保安林適正管理実態調
査

昭和56年度保安林適正管理実態調査 昭和５６年度 下田林業事務所

7695 1
昭和57年度保安林適正管理実態調
査（その１）

昭和57年度保安林適正管理実態調査表 昭和５８年度 治山課
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7696 1
昭和57年度保安林適正管理実態調
査（その２）

昭和57年度保安林適正管理実態調査の報告につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 9.24
(決)昭58. 9.26
(施)昭58. 9.27

治山課

7697 1 森林公園等運営協議会関係綴 復命書（公園研修のため） 昭和５６年度 (起)昭56. 9.11 造林課

7697 2 森林公園等運営協議会関係綴
県立森林公園・林業青年の家運営協議会の合併に
ついて

昭和５６年度 (収)昭56. 6. 7 造林課

7697 3 森林公園等運営協議会関係綴 復命書（大草山自然保護対策協議会） 昭和５６年度 (起)昭56. 6.15 造林課

7697 4 森林公園等運営協議会関係綴
県立森林公園・林業青年の家運営協議会等の農地
森林部長挨拶について

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 造林課

7697 5 森林公園等運営協議会関係綴
県立森林公園運営協議会及び林業青年の家運営協
議の合併について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.27
(決)昭56. 5.27

造林課

7698 1
台風10号関係被害及び被害跡地造
林関係綴

被害跡地造林第２種の指定について 昭和５７年度
(起)昭57.11.27
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

造林課

7698 2
台風10号関係被害及び被害跡地造
林関係綴

被害跡地造林第２種の指定について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 5
(決)昭57.11. 5
(施)昭57.11. 6

造林課

7698 3
台風10号関係被害及び被害跡地造
林関係綴

被害跡地造林の回復計画について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 7
(決)昭57. 9. 7
(施)昭57. 9. 7

造林課

7698 4
台風10号関係被害及び被害跡地造
林関係綴

被害報告書について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 6
(決)昭57. 9. 7
(施)昭57. 9. 7

造林課

7699 1 富士宮市森林整備計画書 富士市、富士宮市森林整備計画書の送付について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 1
(決)昭60.11. 7
(施)昭60.11. 7

林政課

7699 2 富士宮市森林整備計画書 富士宮市森林整備計画の承認について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.30
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

林政課

7699 3 富士宮市森林整備計画書 森林整備計画樹立承認について（協議） 昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.18
(施)昭60. 9.18

林政課

7700 1 川根町森林整備計画書 川根町森林整備計画書樹立について（送付） 昭和６０年度
(起)昭60.12.16
(決)昭60.12.17
(施)昭60.12.17

林政課

7700 2 川根町森林整備計画書 川根町森林整備計画書の承認について 昭和６０年度
(起)昭60.10.28
(決)昭60.10.30
(施)昭60.10.30

林政課

7700 3 川根町森林整備計画書 川根町森林整備計画書樹立承認について（協議） 昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.21
(施)昭60.10.21

林政課

7701 1 漁業経営に関する要望・陳情
陳情書（燃油価格の高騰、サバ業の大凶魚等によ
り漁業経営は困窮し、その打開のため金融措置を
賜りたい）

昭和５７年度 (収)昭57. 5.17
静岡県旋網漁業
者協会

7701 2 漁業経営に関する要望・陳情 大中型まき網漁業の許可更新に関する要望書 昭和５７年度 (収)昭57. 4.  
東日本さば釣り
漁生産調整組合

7701 3 漁業経営に関する要望・陳情
陳情書（燃油価格の高騰、サバ業の大凶魚等によ
り漁業経営は困窮し、その打開のため金融措置を
賜りたい）

昭和５６年度 (収)昭57. 3.18
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合

7701 4 漁業経営に関する要望・陳情
漁業経営安定化にかかる制度資金の償還期間延長
に関する陳情書

昭和５７年度 (収)昭57. 5.17
静岡県棒受網鯖
釣漁業協同組合
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7702 1
昭和59年度安良里漁港海岸（侵
食）事業

昭和59年度安良里漁港海岸（浸食）事業海岸保全
施設断面検討資料

昭和５９年度
㈱建設コンサル
タントセンター

7703 1 田子漁港海岸保全事業 田子漁港海岸保全工事 昭和５９年度
日本軽金属課株
式会社

7704 1
戸田漁港改修事業に伴う細部設計
委託

戸田漁港改修事業に伴う細部設計委託実施報告書 昭和５８年度
株式会社ジャパ
ンテクノロジー

7705 1
昭和59年静浦漁港海岸保全（高
潮）に伴う設計業務委託報告書

昭和59年度静浦漁港海岸保全（高潮）に伴う設計
業務委託報告書（昭和59年７月）

昭和５９年度 沼津土木事務所

7706 1
仁科～焼津海岸保全（５カ年計
画）（その２）

海岸保全施設整備事業海岸別計画書他 昭和５４年度 漁港課

7707 1
吉田～初島、石廊崎～用宗（環
境）（その３）

海岸保全施設整備事業海岸別計画書他 昭和５４年度 漁港課

7708 1
市町村営漁港海岸保全施設整備事
業県費補助金交付決定及び概算払
承認書

昭和57年度市町村営漁港海岸保全施設整備事業費
県費補助金の額の画定について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.20
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

漁港課

7708 2
市町村営漁港海岸保全施設整備事
業県費補助金交付決定及び概算払
承認書

昭和57年度市町村営漁港海岸保全施設整備事業県
費補助金の概算払変更承認について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2.14
(施)昭58. 2.14

漁港課

7709 1
市町村営漁港海岸環境整備事業県
費補助金交付決定及び概算払承認
書

昭和57年度市町村営漁港海岸環境整備事業費県費
補助金の額の確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.20
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

漁港課

7709 2
市町村営漁港海岸環境整備事業県
費補助金交付決定及び概算払承認
書

昭和58年度市町村営漁港海岸環境整備事業費県費
補助金の概算払変更承認について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2.14
(施)昭58. 2.14

漁港課

7710 1
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度市町村営漁港改修事業費県費補助金の
額の確定について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.20
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

漁港課

7710 2
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度安良里漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.22 賀茂村長

7710 3
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度由比漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.20 由比町長

7710 4
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度田牛漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.26 下田市長

7710 5
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度大瀬漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.20 南伊豆町長

7710 6
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度三坂漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.20 南伊豆町長

7710 7
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度伊浜漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.20 南伊豆町長

7710 8
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度仁科漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.22 西伊豆町長

7710 9
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度小下田漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.22 土肥町長
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7710 10
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度初島漁港改修事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.27 熱海市長

7710 11
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度市町村営漁港改修事業費県費補助金の
概算払変更承認について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2.14

漁港課

7710 12
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度市町村営漁港改修事業費県費補助金の
概算払承認について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.20

漁港課

7710 13
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度安良里漁港改修事業費補助金交付申請
書

昭和５７年度 (収)昭57. 8.30 賀茂村長

7710 14
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度由比漁港改修事業費補助金交付申請書 昭和５７年度 (収)昭57. 8.31 由比町長

7710 15
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度田牛漁港改修事業費補助金交付申請書 昭和５７年度 (収)昭57. 8.31 下田市長

7710 16
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度大瀬漁港改修事業費補助金交付申請書 昭和５７年度 (収)昭57. 8.25 南伊豆町長

7710 17
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度三坂漁港改修事業費補助金交付申請書 昭和５７年度 (収)昭57. 8.25 南伊豆町長

7710 18
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度伊浜漁港改修事業費補助金交付申請書 昭和５７年度 (収)昭57. 8.25 南伊豆町長

7710 19
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度仁科漁港改修事業費補助金交付申請書 昭和５７年度 (収)昭57. 8.31 西伊豆町長

7710 20
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度小下田漁港改修事業費補助金交付申請
書

昭和５７年度 (収)昭57. 8.26 土肥町長

7710 21
市町村営漁港改修事業県費補助金
交付決定及び概算払承認について

昭和57年度初島漁港改修事業費補助金交付申請書 昭和５７年度 (収)昭57. 8.25 熱海市長

7711 1
市町村営漁港関連道整備事業県費
補助金交付決定及び概算払承認に
ついて

昭和57年度市町村営漁港関連道整備事業費補助金
の額の確定について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.20
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

漁港課

7711 2
市町村営漁港関連道整備事業県費
補助金交付決定及び概算払承認に
ついて

昭和57年度田子漁港関連道事業実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.22 西伊豆町長

7711 3
市町村営漁港関連道整備事業県費
補助金交付決定及び概算払承認に
ついて

昭和57年度市町村営漁港関連道整備事業県費補助
金の概算払変更承認について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 8
(決)昭58. 2.14

漁港課

7711 4
市町村営漁港関連道整備事業県費
補助金交付決定及び概算払承認に
ついて

昭和57年度田子漁港関連道整備事業費補助金変更
交付申請書

昭和５７年度 (収)昭58. 1.20 西伊豆町長

7711 5
市町村営漁港関連道整備事業県費
補助金交付決定及び概算払承認に
ついて

昭和57年度市町村営漁港関連道整備事業県費補助
金の概算払承認について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.20

漁港課

7711 6
市町村営漁港関連道整備事業県費
補助金交付決定及び概算払承認に
ついて

昭和57年度田子漁港関連道整備事業費補助金交付
申請書

昭和５７年度 (収)昭57. 8.31 西伊豆町長

7712 1
昭和57年度榛南地区大規模増殖場
造成事業イセエビ沈着潜堤工事
（その１）

昭和57年度榛南地区大規模増殖場造成事業イセエ
ビ沈着潜堤設置工事の変更契約について

昭和５７年度
(起)昭57.12.20
(決)昭57.12.20

漁港課
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7712 2
昭和57年度榛南地区大規模増殖場
造成事業イセエビ沈着潜堤工事
（その１）

昭和57年度大規模増殖場造成事業イセエビ沈着潜
堤設置工事の契約の締結について（供覧）

昭和５７年度 (起)昭57.10.12 漁港課

7712 3
昭和57年度榛南地区大規模増殖場
造成事業イセエビ沈着潜堤工事
（その１）

前払金伺書（昭和57年度大規模増殖場造成事業イ
セエビ沈着潜堤設置工事）

昭和５７年度 (起)昭57.10. 8 漁港課

7713 1
昭和57年度榛南地区大規模増殖場
造成事業イセエビ沈着潜堤工事
（その２）

竣工検査復命書 昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.22
(施)昭58. 3.24

漁港課

7713 2
昭和57年度榛南地区大規模増殖場
造成事業イセエビ沈着潜堤工事
（その２）

完成届 昭和５７年度 (収)昭58. 3. 4
静和工業株式会
社

7714 1
昭和57年度南伊豆地区大規模増殖
場造成事業効果調査委託

委託業務完了検査復命書 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 9
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.11

漁港課

7714 2
昭和57年度南伊豆地区大規模増殖
場造成事業効果調査委託

委託業務完了報告書 昭和５７年度 (収)昭58. 3. 4
パシフィック航
業株式会社

7714 3
昭和57年度南伊豆地区大規模増殖
場造成事業効果調査委託

着手届 昭和５７年度 (収)昭57.11.20
パシフィック航
業株式会社

7714 4
昭和57年度南伊豆地区大規模増殖
場造成事業効果調査委託

昭和57年度南伊豆地区大規模増殖場造成事業効果
調査委託の契約締結について

昭和５７年度
(起)昭57.11.15
(決)昭57.11.15
(施)昭57.11.15

漁港課

7714 5
昭和57年度南伊豆地区大規模増殖
場造成事業効果調査委託

入札執行伺 昭和５７年度
(起)昭57.10.30
(決)昭57.11. 4
(施)昭57.11. 4

漁港課

7715 1
昭和57年度大井川地区人工礁漁場
造成事業調査委託

委託業務完了検査復命書 昭和５７年度
(起)昭57.12.22
(決)昭57.12.27
(施)昭57.12.28

漁港課

7715 2
昭和57年度大井川地区人工礁漁場
造成事業調査委託

委託業務完了報告書 昭和５７年度 (収)昭57.12.13
臨海総合調査株
式会社

7715 3
昭和57年度大井川地区人工礁漁場
造成事業調査委託

着手届 昭和５７年度 (収)昭57. 7.30
臨海総合調査株
式会社

7715 4
昭和57年度大井川地区人工礁漁場
造成事業調査委託

昭和57年度大井川地区人工礁漁場造成事業調査委
託の契約の締結について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.28
(決)昭57. 7.29

漁港課

7715 5
昭和57年度大井川地区人工礁漁場
造成事業調査委託

入札執行伺 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 2
(決)昭57. 7. 2
(施)昭57. 7. 2

漁港課

7716 1
昭和56年度榛南地区大規模増殖場
開発事業調査委託報告書

昭和56年度　榛南地区大規模増殖場開発調査委託
報告書（昭和57年２月）

昭和５６年度
株式会社漁港浅
海開発コンサル
タント

7717 1
昭和56年度榛南地区大規模増殖場
造成事業調査報告書

昭和56年度　榛南地区大規模増殖場造成事業調査
報告書（昭和57年２月）

昭和５６年度
臨海総合調査株
式会社

7718 1
道路法第90条第２項の規定に基づ
く譲与（可美村）

公共用財産の用途廃止および道路法第90条第２項
の規定に基づく譲与について

昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.30
(施)昭57.11.25

公共用地課

7719 1 国鉄静岡駅前付替に伴う所属替 国有財産の所属替について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.24
(施)昭56. 9.24

公共用地課

7719 2 国鉄静岡駅前付替に伴う所属替 不用物件の返還について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.14
(決)昭56. 9.16
(施)昭56. 9.16

公共用地課
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7720 1
相互所管換（最高裁判所・建設
省）

建設省所管国有財産と最高裁判所書簡国有財産の
相互所管換について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

公共用地課

7720 2
相互所管換（最高裁判所・建設
省）

建設省所管国有財産と最高裁判所書簡国有財産の
相互所管換について

昭和５７年度
(起)昭57.12.24
(決)昭58. 2.14
(施)昭58. 3.29

公共用地課

7721 1
土地改良事業の施行に伴う国有地
の地区編入申請書（浜松市）

土地改良事業の施行に伴う国有地の地区編入承認
について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.21
(決)昭57. 2.23
(施)昭57. 2.23

公共用地課

7722 1
土地改良事業の施行に伴う国有地
の地区編入申請書（静岡県）

土地改良事業の施行に伴う国有地の地区編入承認
について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.10
(決)昭57. 9.18
(施)昭57. 9.18

公共用地課

7723 1 寄付の受納 寄付の受納について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11. 5
(施)昭57.11. 5

公共用地課

7723 2 寄付の受納 寄付の受納について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.23
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.16

公共用地課

7724 1 掛川研究農場建設事業 掛川研究農場建設事業実施計画承認申請書 昭和５７年度 (収)昭57. 7. 9
クミアイ化学工
業

7725 1
道路・水路寄付譲与申請書（認定
外）東海道本線（浜松市内）

日本国有鉄道の工事の施工に伴う水路の付替に係
る寄付譲渡について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

公共用地課

7725 2
道路・水路寄付譲与申請書（認定
外）東海道本線（浜松市内）

浜松駅付近連続立体交差事業に伴う用地処理現地
立会いについて

昭和５７年度 (収)昭58. 1.21 都市整備課

7726 1
国有地編入について（申請）建設
省所管

土地区画整理事業組合設立に伴う国有地の地区編
入承認について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.24
(決)昭57. 6.29
(施)昭57. 6.29

公共用地課

7727 1
二級河川小坂川における道路新築
に関する許可

二級河川小阪川水系小阪川における道路新築に関
する河川法第24条及び第26条の許可について

昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.20
(施)昭57.12.20

河川課

7728 1
一級河川狩野川水系黄瀬川の橋梁
新築許可（裾野市）

一級河川狩野川水系黄瀬川における橋梁の新築に
尾関する河川法第24条及び第26条の許可について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

河川課

7729 1
二級河川都田川水系都田川におけ
る桟橋設置許可

二級河川都田川水系都田川における河川法第24条
及び第26条の許可について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.17
(決)昭57. 5.24
(施)昭57. 5.24

河川課

7730 1
港湾台帳原簿榛原港（昭和57年
度）

加除訂正表（昭和57年度） 昭和５７年度 港湾課

7731 1
港湾台帳原簿榛原港（昭和58年
度）

加除訂正表（昭和58年度） 昭和５８年度 港湾課

7732 1 御前崎港港湾台帳（昭和57年度） 加除訂正表（昭和57年度） 昭和５７年度 港湾課

7733 1 御前崎港港湾台帳（昭和58年度） 加除訂正表（昭和58年度） 昭和５８年度 港湾課

7734 1 相良港港湾台帳（昭和57年度） 加除訂正表（昭和57年度） 昭和５７年度 港湾課

7735 1 相良港港湾台帳（昭和58年度） 加除訂正表（昭和58年度） 昭和５８年度 港湾課

7736 1
災害査定設計書（昭和57年度浜名
港）

昭和57年度港湾関係公共土木施設災害復旧工事査
定設計書

昭和５７年度 港湾課

7737 1 災害検査設計書（浜名港）
昭和57年度港湾関係公共土木施設災害復旧工事査
定設計書

昭和５７年度 港湾課
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7738 1
災害復旧工事査定設計書（田子の
浦港）

昭和57年度港湾関係公共土木施設災害復旧工事査
定設計書

昭和５７年度 港湾課

7739 1
災害復旧工事設計変更承認申請書
（田子の浦港）

昭和57年災第13号田子の浦港災害復旧工事の設計
変更について

昭和５７年度 (収)昭58. 2.14 港湾課

7739 2
災害復旧工事設計変更承認申請書
（田子の浦港）

田子の浦港災害復旧工事（57災第13号）の設計変
更承認申請について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.21
(決)昭58. 1.21
(施)昭58. 1.24

港湾課

7740 1
港湾改修事業（昭和57年度田子の
浦港）

昭和57年度田子の浦港港湾改修事業計画書 昭和５７年度 港湾課

7741 1
港湾改修事業補助申請書（田子の
浦港）

補助金等交付申請書 昭和５７年度 港湾課

7742 1
防波堤災害復旧工事査定設計書
（熱海港）

港湾関係公共土木施設災害復旧工事設計書 昭和５７年度 港湾課

7743 1
土地利用承認申請書（伊豆急行
（株））

事業計画の変更の承認について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.22
(決)昭60. 4.24
(施)昭60. 4.25

土地対策課

7743 2
土地利用承認申請書（伊豆急行
（株））

防災工事完了届の受理について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.27
(施)昭60. 3.27

土地対策課

7744 1
伊豆バイオパーク建設事業計画変
更承認

土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく
防災工事着手届について

昭和５９年度 (収)昭60. 1. 4 下田土木事務所

7745 1
伊豆バイオパーク建設工事完了確
認

土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく
防災工事の完了確認について

昭和５９年度 (収)昭60. 3.13 下田土木事務所

7746 1 伊豆バイオパーク建設工事完了届
土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく
防災工事の完了届について

昭和６０年度 (収)昭61. 1. 8 下田土木事務所

7747 1
伊豆バイオパーク建設事業工事写
真帳

伊豆バイオパーク建設工事第１工区完了届の受理
について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.11
(決)昭60. 7.11
(施)昭60. 7.11

土地対策課

7748 1
建設事業土地利用承認申請書（常
葉菊川総合運動場増設）

土地利用実施計画承認申請書 昭和６０年度 土地対策課

7749 1
建設事業土地利用承認申請書（浜
松産業大学新設）

実施計画承認申請書 昭和５９年度 (収)昭59.11.15
学校法人常葉学
園

7750 1
（仮）浜松産業情報大学敷地造成
第1期工事

（仮）浜松産業情報大学敷地造成第１期工事　動
態観測完了報告

昭和６０年度 (収)昭61. 3.25
不二測量株式会
社

7751 1
富士駅周辺地区・公共団体区画整
理補助事業実施計画書（第４回変
更）

公共団体土地区画整理事業の実施計画（変更）の
本討議について

昭和５８年度 (施)昭58. 6.16 計画課

7752 1 区画整理公報綴（昭和56年度） 東駿河湾千本・香貫地区：藤枝駅前：河津浜地区 昭和５６年度 (施)昭57. 3.30 計画課

7752 2 区画整理公報綴（昭和56年度） 浜松市十軒：藤枝市南部：静岡市広野東地区 昭和５６年度 (施)昭57. 3.26 計画課

7752 3 区画整理公報綴（昭和56年度） 静岡市下河原東地区 昭和５６年度 (施)昭57. 3.19 計画課

7752 4 区画整理公報綴（昭和56年度） 菊川長南部第一：蒲原町枡形向高台地区 昭和５６年度 (施)昭57. 3.16 計画課
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7752 5 区画整理公報綴（昭和56年度） 静岡市寺田鎌田地区 昭和５６年度 (施)昭57. 3. 9 計画課

7752 6 区画整理公報綴（昭和56年度） 御殿場市二の岡地区 昭和５６年度 (施)昭57. 3. 2 計画課

7752 7 区画整理公報綴（昭和56年度） 島田市道悦島地区 昭和５６年度 (施)昭57. 2.23 計画課

7752 8 区画整理公報綴（昭和56年度） 富士市前田地区 昭和５６年度 (施)昭57. 2.16 計画課

7752 9 区画整理公報綴（昭和56年度） 清水市興津第一地区 昭和５６年度 (施)昭57. 2.12 計画課

7752 10 区画整理公報綴（昭和56年度） 菊川町南部第一地区 昭和５６年度 (施)昭57. 2. 2 計画課

7752 11 区画整理公報綴（昭和56年度） 静清広域都市東新田地区 昭和５６年度 (施)昭57. 1.19 計画課

7752 12 区画整理公報綴（昭和56年度） 富士宮市大岩峰台：岳南広域都市栗倉南地区 昭和５６年度 (施)昭57. 1.16 計画課

7752 13 区画整理公報綴（昭和56年度）
田方広域都市修善寺町駅北：志太広域都市小川第
二：静清広域都市牧ヶ谷地区

昭和５６年度 (施)昭57. 1.12 計画課

7752 14 区画整理公報綴（昭和56年度） 磐南広域都市二ノ宮東：湖西市尻枝地区 昭和５６年度 (施)昭57. 1. 8 計画課

7752 15 区画整理公報綴（昭和56年度） 静清土地区画整理事務所：静岡市古庄北地区 昭和５６年度 (施)昭56.12.25 計画課

7752 16 区画整理公報綴（昭和56年度） 静岡市寺田鎌田地区 昭和５６年度 (施)昭56.12.22 計画課

7752 17 区画整理公報綴（昭和56年度） 志太広域都市大村北部：浜松市上島東地区 昭和５６年度 (施)昭56.12.18 計画課

7752 18 区画整理公報綴（昭和56年度） 浜松市早出北：東遠広域都市菊川町潮海寺地区 昭和５６年度 (施)昭56.12.11 計画課

7752 19 区画整理公報綴（昭和56年度） 岳南広域都市栗倉南地区 昭和５６年度 (施)昭56.12. 8 計画課

7752 20 区画整理公報綴（昭和56年度） 御殿場市二の岡地区：竜洋町中島地区 昭和５６年度 (施)昭56.12. 1 計画課

7752 21 区画整理公報綴（昭和56年度） 静清広域都市東新田地区 昭和５６年度 (施)昭56.11.17 計画課

7752 22 区画整理公報綴（昭和56年度） 藤枝市青葉町南新屋 昭和５６年度 (施)昭56.11.20 計画課

7752 23 区画整理公報綴（昭和56年度） 西遠広域都市早出地区 昭和５６年度 (施)昭56.11.13 計画課

7752 24 区画整理公報綴（昭和56年度）
袋井市広岡：御殿場市二の岡：沼津市原町中：竜
洋町中島地区

昭和５６年度 (施)昭56.11. 6 計画課

7752 25 区画整理公報綴（昭和56年度）
藤枝市青葉町：藤枝市市部：藤枝市南新屋：菊川
町仲島地区

昭和５６年度 (施)昭56.11. 4 計画課
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7752 26 区画整理公報綴（昭和56年度） 静清広域都市高松地区 昭和５６年度 (施)昭56.10.27 計画課

7752 27 区画整理公報綴（昭和56年度） 湖西市東笠子地区 昭和５６年度 (施)昭56.10.20 計画課

7752 28 区画整理公報綴（昭和56年度） 浜松市早出北地区 昭和５６年度 (施)昭56.10.16 計画課

7752 29 区画整理公報綴（昭和56年度） 静清広域都市牧ヶ谷：藤枝市東町地区 昭和５６年度 (施)昭56.10.13 計画課

7752 30 区画整理公報綴（昭和56年度） 沼津市原町中：菊川町仲島地区 昭和５６年度 (施)昭56. 9.29 計画課

7752 31 区画整理公報綴（昭和56年度） 藤枝市東町地区 昭和５６年度 (施)昭56. 9.16 計画課

7752 32 区画整理公報綴（昭和56年度） 湖西市尻枝地区 昭和５６年度 (施)昭56. 9.11 計画課

7752 33 区画整理公報綴（昭和56年度） 島田・金谷広域都市三代島地区 昭和５６年度 (施)昭56. 9. 1 計画課

7752 34 区画整理公報綴（昭和56年度） 湖西市イトーピア新所原地区 昭和５６年度 (施)昭56. 8. 4 計画課

7752 35 区画整理公報綴（昭和56年度） 静岡市川合：静岡市麻機北地区 昭和５６年度 (施)昭56. 7.26 計画課

7752 36 区画整理公報綴（昭和56年度） 浜松市代官平地区 昭和５６年度 (施)昭56. 7.21 計画課

7752 37 区画整理公報綴（昭和56年度） 東伊豆広域都市東伊豆町白田：富士市三新田地区 昭和５６年度 (施)昭56. 7.10 計画課

7752 38 区画整理公報綴（昭和56年度） 大須賀町西大渕地区 昭和５６年度 (施)昭56. 7.17 計画課

7752 39 区画整理公報綴（昭和56年度） 島田市道悦島地区 昭和５６年度 (施)昭56. 7. 3 計画課

7752 40 区画整理公報綴（昭和56年度） 焼津市大、大村：磐南広域都市今の浦地区 昭和５６年度 (施)昭56. 6.16 計画課

7752 41 区画整理公報綴（昭和56年度） 富士宮市大岩峰台地区 昭和５６年度 (施)昭56. 6.12 計画課

7752 42 区画整理公報綴（昭和56年度） 修善寺町駅北地区 昭和５６年度 (施)昭56. 5.26 計画課

7752 43 区画整理公報綴（昭和56年度）
藤枝市瀬古：島田市道悦島：静岡市麻機北：志太
広域都市石津地区

昭和５６年度 (施)昭56. 5.29 計画課

7752 44 区画整理公報綴（昭和56年度）
湖西市谷上：静清広域都市東新田：静岡市川合
西：牧ケ谷地区

昭和５６年度 (施)昭56. 5.22 計画課

7752 45 区画整理公報綴（昭和56年度） 金谷町川向地区 昭和５６年度 (施)昭56. 5.19 計画課

7752 46 区画整理公報綴（昭和56年度） 菊川町仲島地区 昭和５６年度 (施)昭56. 5.15 計画課
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7752 47 区画整理公報綴（昭和56年度）
静清広域都市池田：清水市天王石川：静岡市上川
原地区

昭和５６年度 (施)昭56. 5. 8 計画課

7752 48 区画整理公報綴（昭和56年度） 浜松市代管平：掛川市谷の口地区 昭和５６年度 (施)昭56. 5. 1 計画課

7752 49 区画整理公報綴（昭和56年度） 富士市三新田：湖西市河原南古見地区 昭和５６年度 (施)昭56. 4.24 計画課

7752 50 区画整理公報綴（昭和56年度） 湖西市イトーピア新所原地区 昭和５６年度 (施)昭56. 4.21 計画課

7752 51 区画整理公報綴（昭和56年度） 静岡市小鹿地区 昭和５６年度 (施)昭56. 4.14 計画課

7752 52 区画整理公報綴（昭和56年度） 静岡市広野東地区 昭和５６年度 (施)昭56. 4.10 計画課

7752 53 区画整理公報綴（昭和56年度）
河津町河津浜：冨士宮市野中東：静岡市広野東：
磐南広域都市富士見北地区

昭和５６年度 (施)昭56. 4.10 計画課

7752 54 区画整理公報綴（昭和56年度） 湖西市尻枝：河津町河津浜：富士宮市野中東地区 昭和５６年度 (施)昭56. 4. 3 計画課

7753 1 区画整理公報綴（昭和57年度）
浜松市半田緑ヶ丘：西遠広域都市復興事業中央工
区地区

昭和５７年度 (施)昭58. 3.29 計画課

7753 2 区画整理公報綴（昭和57年度） 東駿河湾広域都市復興土地：袋井市広岡第二地区 昭和５７年度 (施)昭58. 3.25 計画課

7753 3 区画整理公報綴（昭和57年度） 静清広域都市静清土地区画整理：菊川町仲島地区 昭和５７年度 (施)昭58. 3.22 計画課

7753 4 区画整理公報綴（昭和57年度） 湖西市茶屋：蒲原町上原：湖西市谷上地区 昭和５７年度 (施)昭58. 3.15 計画課

7753 5 区画整理公報綴（昭和57年度） 藤枝市築地地区 昭和５７年度 (施)昭58. 3. 1 計画課

7753 6 区画整理公報綴（昭和57年度） 三島市竹倉：磐南広域都市今元浦地区 昭和５７年度 (施)昭58. 2.22 計画課

7753 7 区画整理公報綴（昭和57年度） 菊川町南部第一地区 昭和５７年度 (施)昭58. 2.25 計画課

7753 8 区画整理公報綴（昭和57年度） 三島市竹倉：磐南広域都市今元浦地区 昭和５７年度 (施)昭58. 2.22 計画課

7753 9 区画整理公報綴（昭和57年度） 庵原広域都市上原地区 昭和５７年度 (施)昭58. 2.18 計画課

7753 10 区画整理公報綴（昭和57年度） 藤枝市市部地区 昭和５７年度 (施)昭58. 2.12 計画課

7753 11 区画整理公報綴（昭和57年度） 磐田市安久路第二：浜松市半田緑ヶ丘地区 昭和５７年度 (施)昭58. 2. 8 計画課

7753 12 区画整理公報綴（昭和57年度） 藤枝市青葉町：藤枝市南新屋地区 昭和５７年度 (施)昭58. 1.28 計画課

7753 13 区画整理公報綴（昭和57年度） 焼津市小川第二地区 昭和５７年度 (施)昭58. 2. 1 計画課
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7753 14 区画整理公報綴（昭和57年度） 御殿場市駒門地区 昭和５７年度 (施)昭58. 1.18 計画課

7753 15 区画整理公報綴（昭和57年度） 三島市竹倉地区 昭和５７年度 (施)昭58. 1.14 計画課

7753 16 区画整理公報綴（昭和57年度） 磐南広域都市磐田市今之浦：藤枝市部地区 昭和５７年度 (施)昭58. 1. 4 計画課

7753 17 区画整理公報綴（昭和57年度）
静岡市大谷井庄：静清広域都市瀬名：藤枝市南新
屋：青葉町地区

昭和５７年度 (施)昭57.10.12 計画課

7753 18 区画整理公報綴（昭和57年度） 藤枝市築地上地区 昭和５７年度 (施)昭57.10. 5 計画課

7753 19 区画整理公報綴（昭和57年度） 静岡市昭府町地区 昭和５７年度 (施)昭57.12.21 計画課

7753 20 区画整理公報綴（昭和57年度） 浜松市代官平地区 昭和５７年度 (施)昭57.12.12 計画課

7753 21 区画整理公報綴（昭和57年度） 御殿場市駒門工専地区：清水市吉川東地区 昭和５７年度 (施)昭57.12. 7 計画課

7753 22 区画整理公報綴（昭和57年度） 磐田市安久路第二：浜北市貴布祢北部地区 昭和５７年度 (施)昭57.11.24 計画課

7753 23 区画整理公報綴（昭和57年度） 三島市青木地区 昭和５７年度 (施)昭57.11.19 計画課

7753 24 区画整理公報綴（昭和57年度） 御殿場市駒門工専地区：湖西市茶屋松地区 昭和５７年度 (施)昭57.11. 9 計画課

7753 25 区画整理公報綴（昭和57年度） 静岡市川合西地区 昭和５７年度 (施)昭57.10.26 計画課

7753 26 区画整理公報綴（昭和57年度） 三島市青木：清水市吉川東地区 昭和５７年度 (施)昭57.10.22 計画課

7753 27 区画整理公報綴（昭和57年度）
静岡市広野東：菊川町島崎：蒲原町柳型向高第地
区

昭和５７年度 (施)昭57.10.19 計画課

7753 28 区画整理公報綴（昭和57年度） 菊川町島崎地区 昭和５７年度 (施)昭57. 9.28 計画課

7753 29 区画整理公報綴（昭和57年度） 浜北市貴布祢北部地区 昭和５７年度 (施)昭57. 9.24 計画課

7753 30 区画整理公報綴（昭和57年度） 清水市天王石川地区 昭和５７年度 (施)昭57. 9.21 計画課

7753 31 区画整理公報綴（昭和57年度） 焼津市大村北部地区 昭和５７年度 (施)昭57. 9.17 計画課

7753 32 区画整理公報綴（昭和57年度） 浜松市早出北地区 昭和５７年度 (施)昭57. 9.10 計画課

7753 33 区画整理公報綴（昭和57年度） 岳南広域都市小泉地区 昭和５７年度 (施)昭57. 9. 7 計画課

7753 34 区画整理公報綴（昭和57年度） 静清広域都市瀬名地区 昭和５７年度 (施)昭57. 8.31 計画課
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7753 35 区画整理公報綴（昭和57年度） 静岡市大谷井庄地区 昭和５７年度 (施)昭57. 8.27 計画課

7753 36 区画整理公報綴（昭和57年度） 静岡市広野東地区 昭和５７年度 (施)昭57. 8.24 計画課

7753 37 区画整理公報綴（昭和57年度）
湖西市東笠子：藤枝市青葉町：藤枝市南新屋：藤
枝市築地上地区

昭和５７年度 (施)昭57. 8.20 計画課

7753 38 区画整理公報綴（昭和57年度） 河津町河津浜地区 昭和５７年度 (施)昭57. 7.30 計画課

7753 39 区画整理公報綴（昭和57年度） 清水市天王石川地区 昭和５７年度 (施)昭57. 7.13 計画課

7753 40 区画整理公報綴（昭和57年度） 静岡市昭府中町地区 昭和５７年度 (施)昭57. 6.29 計画課

7753 41 区画整理公報綴（昭和57年度） 清水市興津第一：静岡市向敷地：湖西市谷上地区 昭和５７年度 (施)昭57. 7. 2 計画課

7753 42 区画整理公報綴（昭和57年度） 菊川町島崎地区 昭和５７年度 (施)昭57. 6. 4 計画課

7753 43 区画整理公報綴（昭和57年度） 静岡市下川原東地区 昭和５７年度 (施)昭57. 5.21 計画課

7753 44 区画整理公報綴（昭和57年度）
富士市神谷：藤枝市南新屋：静岡市下川原光陽：
竜洋町中島地区

昭和５７年度 (施)昭57. 5.18 計画課

7753 45 区画整理公報綴（昭和57年度） 浜松市十軒地区 昭和５７年度 (施)昭57. 5.14 計画課

7753 46 区画整理公報綴（昭和57年度）
静岡市下川原東：庵原広域都市上原：藤枝市東
町：三島市河原ケ谷坂之上地区

昭和５７年度 (施)昭57. 4.27 計画課

7753 47 区画整理公報綴（昭和57年度） 磐南広域都市磐田市今之浦地区 昭和５７年度 (施)昭57. 4.20 計画課

7753 48 区画整理公報綴（昭和57年度） 清水市天王石川：菊川町島崎地区 昭和５７年度 (施)昭57. 4. 6 計画課

7753 49 区画整理公報綴（昭和57年度） 富士宮市前田地区 昭和５７年度 (施)昭57. 4. 2 計画課

7754 1 決算報告書　No.３
蒲原町枡形向高台土地区画整理組合の決算報告の
承認について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 2
(決)昭60. 3. 4
(施)昭60. 3. 4

計画課

7754 2 決算報告書　No.３
御殿場市二の岡土地区画整理組合の決算報告の承
認について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.26
(施)昭60. 2.26

計画課

7754 3 決算報告書　No.３
三島市川原ヶ谷坂の上土地区画整理組合の決算報
告承認について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 1
(決)昭60. 2. 9
(施)昭60. 2. 9

計画課

7754 4 決算報告書　No.３
三島市青木土地区画整理組合の決算報告承認につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 1
(決)昭60. 2. 9
(施)昭60. 2. 9

計画課

7754 5 決算報告書　No.３
静岡市広野東土地区画整理組合の決算報告の承認
について

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.11. 2
(施)昭59.11. 2

計画課

7754 6 決算報告書　No.３
磐南広域都市計画事業富士見北土地区画整理組合
の決算報告の承認について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59.10. 4
(施)昭59.10. 5

計画課
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7754 7 決算報告書　No.３
藤枝市東町土地区画整理組合の決算報告承認につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.31
(決)昭59. 8. 9
(施)昭59. 8.10

計画課

7754 8 決算報告書　No.３
蒲原町上原土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.31
(決)昭59. 9.11
(施)昭59. 9.11

計画課

7754 9 決算報告書　No.３
森町第三土地区画整理組合の決算報告承認につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 7.24
(決)昭59. 8. 2
(施)昭59. 8. 3

計画課

7754 10 決算報告書　No.３
菊川町島崎土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 1
(決)昭59. 5. 7
(施)昭59. 5. 7

計画課

7754 11 決算報告書　No.３
浜松市南平土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.27
(決)昭59. 2. 8
(施)昭59. 2. 8

計画課

7754 12 決算報告書　No.３
静清広域都市計画事業東新田土地区画整理組合の
決算報告承認について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.11
(決)昭58. 8.17
(施)昭58. 8.17

計画課

7754 13 決算報告書　No.３
清水市天王石川土地区画整理組合の決算報告の承
認について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.18
(決)昭58. 6.27
(施)昭58. 6.28

計画課

7754 14 決算報告書　No.３ 三島市竹倉土地区画整理組合の決算報告について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.20
(決)昭58. 6.27
(施)昭58. 6.28

計画課

7754 15 決算報告書　No.３ 浜松市将監土地区画整理組合の決算報告について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.20
(決)昭58. 6.24
(施)昭58. 6.24

計画課

7754 16 決算報告書　No.３
菊川町仲島土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 6
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5.12

計画課

7754 17 決算報告書　No.３ 藤枝市市部土地区画整理組合の決算報告について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 7
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.12

計画課

7754 18 決算報告書　No.３
藤枝市築地上土地区画整理組合の決算報告につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 3
(決)昭58. 3. 7
(施)昭58. 3. 8

計画課

7754 19 決算報告書　No.３
藤枝市南新屋土地区画整理組合の決算報告につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 2.20
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.24

計画課

7754 20 決算報告書　No.３
藤枝市青葉町土地区画整理組合の決算報告につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 2.20
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.24

計画課

7754 21 決算報告書　No.３
静岡市下川原光陽土地区画整理組合の決算報告に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.11.20
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

計画課

7754 22 決算報告書　No.３
静岡市下川原東土地区画整理組合の決算報告書の
承認について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.10
(決)昭57. 8.14
(施)昭57. 8.16

計画課

7754 23 決算報告書　No.３
竜洋町中島土地区画整理組合の決算報告の承認に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.16
(決)昭57. 6.23
(施)昭57. 6.23

計画課

7754 24 決算報告書　No.３
田方郡修善寺町駅北土地区画整理組合の決算報告
の承認について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4.12
(施)昭57. 4.12

計画課

7754 25 決算報告書　No.３ 袋井市川井土地区画整理組合の決算報告について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.16
(決)昭57. 3.18
(施)昭57. 3.19

計画課

7754 26 決算報告書　No.３
島田市道悦島土地区画整理組合の決算報告の承認
について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 9

計画課

7754 27 決算報告書　No.３
静岡市古庄北土地区画整理組合の決算報告の承認
について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.15
(決)昭57. 2.27
(施)昭57. 3. 1

計画課
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7754 28 決算報告書　No.３ 湖西市尻枝土地区画整理組合の決算報告について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.27
(決)昭57. 1.28
(施)昭57. 1.29

計画課

7755 1
開発行為許可申請書（（株）丸八
フトン）

開発行為予備審査依頼書の送付について 昭和６０年度 (収)昭60.10.16
袋井土木事務所
長

7755 2
開発行為許可申請書（（株）丸八
フトン）

市街化区域内における開発行為の許可について
（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60.11.20
(決)昭60.11.22
(施)昭60.11.22

土地対策課

7756 1
開発行為変更許可申請書（（株）
丸八フトン）

市街化区域内における開発行為の変更許可につい
て（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 3. 5
(施)昭61. 3. 5

土地対策課

7757 1
開発区域内における建築等制限解
除申請書（（株）丸八フトン）

開発区域内における建築等の制限の解除について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.19
(決)昭61. 3.24
(施)昭61. 3.24

土地対策課

7758 1
昭和58年度伊東国際観光温泉文化
都市建設計画道路事業宇佐美駅北
口線事業計画変更認可申請書

都市計画事業事業計画の変更認可について（伺
い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 9
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.27

都市整備課

7759 1
昭和59年度伊東国際観光温泉文化
都市建設計画道路事業宇佐美中央
線事業認可申請書

都市計画事業の認可について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.12.21
(決)昭59.12.25
(施)昭60. 1. 4

都市整備課

7760 1
昭和57年度東駿河湾広域都市計画
道路３-５-45三島駅北口線事業認
可変更申請書

都市計画事業事業計画の変更認可について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3.15

都市整備課

7761 1
静清広域（３-４-18麻機街道線）
都市計画事業認可申請書

都市計画事業の認可について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 2
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8.12

都市整備課

7762 1
浜松市中田島上島線都市計画事業
認可申請書

都市計画事業の認可について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 9.27
(決)昭57.10.12
(施)昭57.10.19

都市整備課

7763 1
浜松市曳馬中田島線都市計画事業
変更認可申請書

都市計画事業事業計画の変更認可について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.30
(決)昭57.10.12
(施)昭57.10.19

都市整備課

7764 1
天竜都市計画道路事業（３-６-５
城下車道線計画変更認可申請書

都市計画事業事業計画の変更認可について（伺
い）

昭和５９年度
(起)昭59.11.16
(決)昭59.11.19
(施)昭59.11.24

都市整備課

7765 1
静清広域都市計画（３-４-39手越
石部線）事業認可申請書

都市計画事業の認可について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.13
(決)昭60. 8.15
(施)昭60. 8.20

都市整備課

7766 1
風致地区内行為変更協議申請書
（静岡県立南高等学校）（その
１）

風致地区内行為について（応諾） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.17
(決)昭57. 8.26
(施)昭57. 8.27

都市整備課

7767 1
風致地区内行為変更協議申請書
（静岡県立南高等学校）（その
２）

風致地区内行為について（応諾） 昭和５７年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 3.31

都市整備課

7768 1
風致地区内行為許可申請書（興誠
学園）

風致地区内行為について（許可） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.17

都市整備課

7769 1
風致地区内行為通知申請書（有度
土地改良区）

風致地区内行為について（受理） 昭和５７年度
(起)昭58. 1.11
(決)昭58. 1.17
(施)昭58. 1.17

都市整備課

7770 1
都市計画事業認可申請書（３.２.
６嶺神明線）

都市計画事業の認可について（伺） 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4.20

都市整備課

7771 1
都市計画事業事業計画変更認可申
請書（３.３.13海岸幹線）

都市計画事業道路事業計画の変更認可申請につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 2.18
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.24

都市整備課

7772 1
都市計画事業事業計画変更認可申
請書（３.２.３本通線）

静清広域都市計画道路事業の変更認可申請につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 1.26
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 3.22

都市整備課
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7773 1
屋外広告物実態調査（下田・袋
井）

屋外広告物実態調査表の送付について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 4
(決)昭61. 2. 7
(施)昭61. 2. 7

都市整備課

7774 1
都市計画事業認可申請書（鮎沢川
２-１号都市下水路　御殿場市）

都市計画事業の認可について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.12. 2
(決)昭57.12. 4
(施)昭57.12. 4

下水道課

7775 1
都市計画事業認可申請書（秋山都
市下水路　静岡市）

都市計画事業の認可について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 9.18
(決)昭57. 9.21
(施)昭57. 9.28

下水道課

7776 1
都市計画事業認可申請書（山王都
市下水路　天竜市）

都市計画事業事業計画の変更認可について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭57.11.19
(決)昭57.11.24
(施)昭57.11.30

下水道課

7777 1
都市計画下水道事業認可申請書
（磐田市）

都市計画事業の認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.29
(施)昭57. 6. 4

下水道課

7778 1
都市計画下水道事業認可申請書
（裾野市）

都市計画事業の認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.10
(決)昭58. 2.17
(施)昭58. 2.22

下水道課

7779 1
都市計画下水道事業認可申請書
（焼津市）

都市計画事業の認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 3
(施)昭58. 3. 8

下水道課

7780 1
都市計画下水道事業認可申請書
（富士市）

都市計画事業の認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.24
(施)昭58. 3.29

下水道課

7781 1
県営住宅中瀬団地造成工事（浜北
市）

委託業務完了検査復命書 昭和５７年度 (施)昭58. 3.31 住宅建築課

7781 2
県営住宅中瀬団地造成工事（浜北
市）

県営住宅中瀬団地造成工事委託契約書 昭和５７年度 (施)昭58. 2.10 住宅建築課

7782 1 県営住宅（榛原団地）造成工事
委託業務完了検査復命書（県営住宅榛原団地造成
工事）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.31 住宅建設課

7782 2 県営住宅（榛原団地）造成工事
昭和57年度県営住宅榛原団地造成工事委託契約の
変更について

昭和５７年度 (収)昭58. 3.23
静岡県土地開発
公社理事長

7782 3 県営住宅（榛原団地）造成工事
昭和57年度榛原団地造成工事の委託契約の締結に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.10.30
(決)昭57.10.30

住宅建設課

7783 1 県営住宅（榛原団地）道路工事
道路工事承認申請書／許可申請書（河川法20条）
の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 9
(決)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.16

住宅建設課

7784 1 県営住宅富士見団地測量業務
委託業務完了検査復命書（県営住宅富士見団地測
量業務）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.15 住宅建設課

7784 2 県営住宅富士見団地測量業務
昭和57年度県営住宅富士見団地測量調査業務委託
の締結について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 6.30

住宅建設課

7785 1
県営住宅富士見団地水路設計監理
業務

委託業務完了検査復命書（県営住宅富士見団地水
路設計監理業務）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.15 住宅建設課

7785 2
県営住宅富士見団地水路設計監理
業務

昭和57年度県営住宅富士見団地水路工事設計・監
理業務委託の変更契約について

昭和５７年度
(起)昭57.12.22
(決)昭57.12.23
(施)昭57.12.23

住宅建設課

7785 3
県営住宅富士見団地水路設計監理
業務

昭和57年度県営住宅富士見団地水路工事設計・監
理業務委託契約の締結について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.18
(決)昭57. 9. 6

住宅建設課

7786 1 公営住宅の管理（建設省照会） 公営住宅の管理について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.12

住宅企画課

7786 2 公営住宅の管理（建設省照会） 公営住宅の管理について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 1
(施)昭58. 3. 1

住宅企画課
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7787 1
県営住宅火災事故報告綴（原団
地）

罹災県営住宅の復興建築助成金の申請について
（原団地）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

住宅企画課

7787 2
県営住宅火災事故報告綴（原団
地）

県営住宅火災復旧工事の予算成立前施行について
（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 8
(決)昭57. 2.10

住宅企画課

7787 3
県営住宅火災事故報告綴（原団
地）

県営住宅罹災調書の提出について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 8
(決)昭57. 2. 9

住宅企画課

7788 1
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

（社）全国公営住宅共済会昭和57年度経営状況の
公告について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 7.11
(決)昭58. 7.13
(施)昭58. 7.13

住宅企画課

7788 2
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

（社）全国公営住宅共済会昭和56年度経営状況の
公告について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 7.21
(施)昭57. 7.21

住宅企画課

7788 3
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

昭和58年度公営住宅建設計画表並びに昭和57年度
公営住宅建設実施表について（送付）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.24
(決)昭58. 6.28
(施)昭58. 6.28

住宅企画課

7788 4
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

全国公営住宅共済会への損害保険料の共済分担金
について（報告）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 7
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5. 9

住宅企画課

7788 5
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

担当者の派遣について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭58. 3.26
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 3.30

住宅企画課

7788 6
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

昭和58年度事務担当者会議の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(決)昭58. 1.26
(施)昭58. 1.27

住宅企画課

7788 7
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

昭和57年度公営住宅建設計画表の送付について 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 5 住宅企画課

7788 8
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

昭和57年度公営住宅建設事業主体の共済加入勧奨
について

昭和５７年度 (起)昭57.10.20 住宅企画課

7788 9
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

復命書（昭和57年度全国公営住宅共済会事務担当
者会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.13 住宅企画課

7788 10
公営住宅共済会（要綱・料率表
綴）

（社）全国公営住宅共済会昭和55年度経営状況の
公告について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.12
(決)昭56. 8.13

住宅企画課

7789 1
裾野市総合計画－２１世紀をめざ
して

裾野市総合計画－21世紀をめざして 昭和５９年度 裾野市

7790 1
東伊豆町総合開発計画（基本構
想・基本計画）

東伊豆町総合開発計画（基本構想・基本計画） 昭和５６年度 東伊豆町

7791 1 伸びゆく掛川（第19回） 伸びゆく掛川（第19回） 昭和５９年度 掛川市

7792 1
高等学校教育近代化設備等設備費
補助金

昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（高等
学校教育近代化設備当整備費）に係る実績報告書
の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 8
(決)昭61. 4.10
(施)昭61. 4.10

高校教育課

7792 2
高等学校教育近代化設備等設備費
補助金

昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（高等
学校教育近代化設備当整備費）の変更交付申請書
の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.27
(決)昭61. 1.27
(施)昭61. 1.27

高校教育課

7792 3
高等学校教育近代化設備等設備費
補助金

昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（高等
学校教育近代化設備当整備費）の交付申請書の提
出について

昭和６０年度
(起)昭60.11. 7
(決)昭60.11. 7
(施)昭60.11. 7

高校教育課
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7792 4
高等学校教育近代化設備等設備費
補助金

昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（高等
学校教育近代化設備当整備費）の内示及び交付申
請書の提出について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.20 高校教育課

7792 5
高等学校教育近代化設備等設備費
補助金

昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（高等
学校教育近代化設備当整備費）の内示及び交付申
請書の提出について

昭和６０年度 (起)昭60.10.22 高校教育課

7792 6
高等学校教育近代化設備等設備費
補助金

昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（高等
学校教育近代化設備当整備費）の事業実施計画に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 5.11 高校教育課

7793 1 教育方法開発特別設備費補助金
昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（教育
方法開発特別設備）に係る実績報告書の提出につ
いて

昭和６１年度 (起)昭61. 4. 9 高校教育課

7793 2 教育方法開発特別設備費補助金
昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（教育
方法開発特別設備）の交付申請書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12. 5

高校教育課

7793 3 教育方法開発特別設備費補助金
昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（教育
方法開発特別設備）の交付内定について

昭和６０年度 (収)昭60.11.26 文部省

7793 4 教育方法開発特別設備費補助金
昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（教育
方法開発特別設備）の事業計画書の提出について

昭和６０年度 (起)昭60. 8. 2 高校教育課

7793 5 教育方法開発特別設備費補助金
昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（教育
方法開発特別設備）の事業計画について

昭和６０年度 (収)昭60. 7.20 文部省

7793 6 教育方法開発特別設備費補助金
昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（教育
方法開発特別設備）の事務処理について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.25 文部省

7793 7 教育方法開発特別設備費補助金
教育方法開発事業によるパソコン等の導入機種選
定について

昭和６０年度
(起)昭60.12.17
(決)昭60.12.18
(施)昭60.12.18

高校教育課

7793 8 教育方法開発特別設備費補助金
昭和60年度　学校教育設備整備費等補助金（教育
方法開発特別設備）に係る説明会の開催について

昭和６０年度 (起)昭60.11. 5 高校教育課

7794 1
文化財保存費補助金（県指定・紙
本水墨式山水障壁画修理事業）

文化財保存費補助金（県指定・紙本水墨式山水障
壁画修理事業）の額の確定について

昭和５７年度
(起)昭57.10.19
(決)昭57.10.30
(施)昭57.11. 4

文化課

7795 1
文化財保存費補助金（県指定・木
造伝大日如来坐像保存修理事業）

文化財保存費補助金（県指定・木造伝大日如来坐
像保存修理事業）の額の確定について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.11
(決)昭57. 8.30
(施)昭57. 8.30

文化課

7796 1
文化財保存費補助金（重要文化
財・紺紙金字法華経10巻保存修理
事業）

文化財保存費補助金（重要文化財・紺紙金字法華
経10巻保存修理事業）の額の確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 5
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.12

文化課

7797 1
文化財保存費補助金（県指定・絹
本着色釈迦十六善神像保存修理事
業）

昭和57年度文化財保存費補助金（県指定・絹本着
色釈迦十六善神像保存修理事業）の額の確定につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 1.19
(決)昭58. 1.27
(施)昭58. 1.28

文化課

7798 1 昭和56年度カモシカ調査申請書
昭和56年度文化財保存費補助金（特別天然記念物
カモシカ緊急調査）の請求書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 2
(決)昭57. 4.12
(施)昭57. 4.13

文化課

7798 2 昭和56年度カモシカ調査申請書
昭和56年度文化財保存費補助金（特別天然記念物
カモシカ緊急調査）の実績報告について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.29
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 3.31

文化課

7798 3 昭和56年度カモシカ調査申請書
昭和56年度文化財保存費補助金（特別天然記念物
カモシカ緊急調査）の補助金交付申請について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.21
(決)昭56. 5.21
(施)昭56. 5.21

文化課

7799 1 昭和57年度カモシカ調査申請書
昭和57年度文化財保存費補助金（特別天然記念物
カモシカ緊急調査）の請求書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.13
(施)昭58. 4.13

文化課
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7799 2 昭和57年度カモシカ調査申請書
昭和57年度文化財保存費補助金（特別天然記念物
カモシカ緊急調査）の実績報告について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

文化課

7799 3 昭和57年度カモシカ調査申請書
昭和57年度文化財保存費補助金（特別天然記念物
カモシカ緊急調査）の補助金交付申請について

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 6
(決)昭57. 5. 8
(施)昭57. 5.10

文化課

7800 1
神部神社浅間神社本殿ほか防災施
設事業（その１）

工事着工届・竣工引渡書等 昭和５７年度 文化課

7801 1
神部神社浅間神社本殿ほか防災施
設事業（その２）

火災報知器設計図等 昭和５７年度 文化課

7802 1
神部神社浅間神社本殿ほか防災施
設事業（その３）

昭和57年度文化財保存費補助金（重文・神部神
社・浅間神社本殿ほか防災施設事業）の額の確定
について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.30
(決)昭57.10. 8
(施)昭57.10. 9

文化課

7803 1 柏谷横穴群（保存修理）
昭和57年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.17
(決)昭58. 5.19

文化課

7803 2 柏谷横穴群（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・柏谷横穴
群保存修理事業）の請求書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.15

文化課

7803 3 柏谷横穴群（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・柏谷横穴
群保存修理事業）の額の確定について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

文化課

7803 4 柏谷横穴群（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・柏谷横穴
群保存修理事業）の計画変更について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

文化課

7803 5 柏谷横穴群（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・柏谷横穴
群保存修理事業）に係る計画変更承認申請につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 9
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.12

文化課

7803 6 柏谷横穴群（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・柏谷横穴
群保存修理事業）の補助金交付決定について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 6
(決)昭57.12. 7
(施)昭57.12. 9

文化課

7803 7 柏谷横穴群（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・柏谷横穴
群保存修理事業）の補助金交付申請について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.29
(決)昭57. 7. 6
(施)昭57. 7. 6

文化課

7804 1 柏谷横穴群（保存修理県費）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・柏谷横穴
群保存修理事業）の額の確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 4.23
(施)昭58. 4.26

文化課

7804 2 柏谷横穴群（保存修理県費）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・柏谷横穴
群保存修理事業）に係る計画変更承認申請につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 1.12
(決)昭58. 3.15
(施)昭58. 3.15

文化課

7805 1 史跡山中城跡（保存修理）
昭和57年度文化財保存事業費補助金の額の確定に
関する報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.17
(決)昭58. 5.19

文化課

7805 2 史跡山中城跡（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・山中城跡
保存修理事業）の請求書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.15

文化課

7805 3 史跡山中城跡（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・山中城跡
保存修理事業）の額の確定について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

文化課

7805 4 史跡山中城跡（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・山中城跡
保存修理事業）の交付決定について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 6
(決)昭57.12. 7
(施)昭57.12. 9

文化課

7805 5 史跡山中城跡（保存修理）
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・山中城跡
保存修理事業）の交付申請について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.29
(決)昭57. 7. 2
(施)昭57. 7. 2

文化課

7806 1 史跡山中城跡（保存修理）県費
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・山中城跡
保存修理事業）の額の確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 4.16
(施)昭58. 4.18

文化課
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7807 1 史跡横須賀城跡（保存修理）県費
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・横須賀城
跡保存修理事業）の額の確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.16
(決)昭58. 4.21
(施)昭58. 4.22

文化課

7807 2 史跡横須賀城跡（保存修理）県費
昭和57年度文化財保存費補助金（史跡・横須賀城
跡保存修理事業）に係る計画変更承認申請につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.29
(施)昭58. 3.30

文化課

7808 1 名勝地現状変更申請書 特別名勝富士山の現状変更（建物新築）について 昭和５７年度
(起)昭57.10.26
(決)昭57.10.28
(施)昭57.11. 1

文化課

7808 2 名勝地現状変更申請書
特別名勝富士山の現状変更（富士山総合指導セン
ター建設）について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.27
(決)昭57. 9.30
(施)昭57. 9.30

文化課

7808 3 名勝地現状変更申請書 特別名勝富士山の現状変更（建物増築）について 昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.17
(施)昭57.12.18

文化課

7808 4 名勝地現状変更申請書
特別名勝富士山の現状変更（社殿の一部改築）に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.10. 9
(決)昭57.10.15
(施)昭57.10.15

文化課

7808 5 名勝地現状変更申請書
名勝伊豆西南海岸の現状変更（観音像建立）終了
届について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.10
(決)昭58. 5.14
(施)昭58. 5.19

文化課

7808 6 名勝地現状変更申請書
名勝伊豆西南海岸の現状変更（観音像建立）につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.15
(施)昭58. 4.15

文化課

7808 7 名勝地現状変更申請書
名勝伊豆西南海岸の現状変更（観音像建立）につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.18
(決)昭58. 3.19
(施)昭58. 3.19

文化課

7808 8 名勝地現状変更申請書
名勝伊豆西南海岸の現状変更（防波堤改良工事）
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.22
(決)昭57. 7.24
(施)昭57. 7.26

文化課

7808 9 名勝地現状変更申請書
名勝伊豆西南海岸の現状変更（防波堤改良工事）
について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.28
(決)昭57. 6. 2
(施)昭57. 6. 4

文化課

7808 10 名勝地現状変更申請書 名勝三保松原現状変更（池の埋立）について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.14
(決)昭57. 5.19
(施)昭57. 5.19

文化課

7808 11 名勝地現状変更申請書
天然記念物及び名勝楽寿園の現状変更（導水管布
設等）終了届について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.19

文化課

7808 12 名勝地現状変更申請書
天然記念物及び名勝楽寿園の現状変更（導水管布
設等）について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 3.31

文化課

7808 13 名勝地現状変更申請書
天然記念物及び名勝楽寿園の現状変更（導水管布
設等）について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.20
(決)昭58. 1.25
(施)昭58. 1.25

文化課

7808 14 名勝地現状変更申請書
県指定名勝浜名湖の現状変更（傾斜地崩壊防止工
事）について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 4
(決)昭58. 2. 9
(施)昭58. 2. 9

文化課

7809 1 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和58年
３月分）

昭和５８年度 (起)昭58. 4. 6 財政課

7809 2 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和58年
２月分）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 2 財政課

7809 3 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和58年
１月分）

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 2 財政課

7809 4 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
12月分）

昭和５７年度 (起)昭58. 1. 4 財政課
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7809 5 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
11月分）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 1 財政課

7809 6 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
10月分）

昭和５７年度 (起)昭57.11. 2 財政課

7809 7 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
９月分）

昭和５７年度 (起)昭57.10. 2 財政課

7809 8 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
８月分）

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 3 財政課

7809 9 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
７月分）

昭和５７年度 (起)昭57. 8. 3 財政課

7809 10 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
６月分）

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 3 財政課

7809 11 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
５月分）

昭和５７年度 (起)昭57. 6. 3 財政課

7809 12 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
４月分）

昭和５７年度 (起)昭57. 5. 6 財政課

7809 13 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
３月分）

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 6 財政課

7809 14 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
２月分）

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 4 財政課

7809 15 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和57年
１月分）

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 5 財政課

7809 16 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
12月分）

昭和５６年度 (起)昭57. 1. 4 財政課

7809 17 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
11月分）

昭和５６年度 (起)昭56.12. 4 財政課

7809 18 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
10月分）

昭和５６年度 (起)昭56.11. 3 財政課

7809 19 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
９月分）

昭和５６年度 (起)昭56.10. 3 財政課

7809 20 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
８月分）

昭和５６年度 (起)昭56. 9. 3 財政課

7809 21 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
７月分）

昭和５６年度 (起)昭56. 8. 5 財政課

7809 22 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
６月分）

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 4 財政課

7809 23 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
５月分）

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 8 財政課

7809 24 縁故債発行状況調
縁故債の発行（借入）状況調について（昭和56年
４月分）

昭和５６年度 (起)昭56. 5. 7 財政課

7810 1 最高裁投票結果報告 昭和58年度静岡県各市町村最高裁投票結果報告書 昭和５８年度 (起)昭58.12.19 市町村課
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7811 1 最高裁国民審査開票結果報告
昭和58年度最高裁判所裁判官国民審査開票結果報
告書

昭和５８年度 (起)昭58.12.19 市町村課

7812 1 最高裁国民審査開票録
昭和58年度最高裁判所裁判官国民審査開票所開票
録

昭和５８年度 市町村課

7813 1 衆議院議員選挙　自治省通知 事前運動文書等の撤去について 昭和５８年度 (収)昭58.11.28 自治省選挙部長

7813 2 衆議院議員選挙　自治省通知 供託事務取扱機関との連絡について 昭和５８年度 (収)昭58.11.29
自治省選挙部管
理課長

7813 3 衆議院議員選挙　自治省通知
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
の一部改正案について

昭和５８年度 (収)昭58.11.16
自治省選挙部管
理課長

7813 4 衆議院議員選挙　自治省通知
最高裁判所裁判官国民審査の対象となる裁判官指
名等について

昭和５８年度 (収)昭58.11.16
自治省選挙部管
理課長

7813 5 衆議院議員選挙　自治省通知 最高裁判所裁判官審査公報の印刷方法等について 昭和５８年度 (収)昭58.11.16
自治省選挙部管
理課長

7813 6 衆議院議員選挙　自治省通知 政見放送及び経歴放送実施規程の改正の概要 昭和５８年度 (収)昭58.11.16
自治省選挙部管
理課長

7813 7 衆議院議員選挙　自治省通知
最高裁判所裁判官審査公報発行要領について（送
付）

昭和５８年度 (収)昭58.11.28
中央選挙管理会
委員長

7813 8 衆議院議員選挙　自治省通知
公職選挙法の一部を改正する法律等の施行につい
て（通知）

昭和５８年度 (収)昭58.11.29 自治事務次官

7813 9 衆議院議員選挙　自治省通知 衆議院議員総選挙に使用する電話番号等について 昭和５８年度
(起)昭58.12. 8
(決)昭58.12. 8
(施)昭58.12. 8

市町村課

7813 10 衆議院議員選挙　自治省通知 審査公報掲載文の写の送付について 昭和５８年度 (収)昭58.12. 5
中央選挙管理会
委員長

7813 11 衆議院議員選挙　自治省通知
最高裁判所裁判官国民審査の審査会を行うべき日
時及び場所の決定について

昭和５８年度 (収)昭58.12. 5
最高裁判所裁判
官国民審査審査
長

7814 1 衆（参）院選挙通知綴
第37回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国
民審査における管理執行上問題となった事項につ
いて（回答）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.30
(決)昭59. 1.31
(施)昭59. 1.31

市町村課

7814 2 衆（参）院選挙通知綴
衆議院議員選挙及び参議院静岡県選出議員選挙並
びに最高裁判所裁判官国民審査の投票に関する周
知徹底について

昭和５８年度
(起)昭58.12.12
(決)昭58.12.12
(施)昭58.12.12

市町村課

7814 3 衆（参）院選挙通知綴
衆議院議員選挙及び参議院静岡県選出議員補欠選
挙の執行について

昭和５８年度 (起)昭58.11.28 市町村課

7814 4 衆（参）院選挙通知綴 開票事務処理について 昭和５８年度
(起)昭58.12. 8
(決)昭58.12. 8
(施)昭58.12. 8

市町村課

7814 5 衆（参）院選挙通知綴 違反ポスターの撤去について（依頼） 昭和５８年度
(起)昭58.12. 6
(決)昭58.12. 7
(施)昭58.12. 7

市町村課

7814 6 衆（参）院選挙通知綴
衆議院議員総選挙及び参議院議員補欠選挙並びに
最高裁判所裁判官国民審査の投票当日における便
宜供与について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 5
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 6

市町村課
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7814 7 衆（参）院選挙通知綴
衆議院議員総選挙及び参議院議員補欠選挙並びに
最高裁判所裁判官国民審査の投票当日における便
宜供与について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 5
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 6

市町村課

7814 8 衆（参）院選挙通知綴
衆議院議員総選挙及び参議院静岡県選出議員補欠
選挙の投票に関する周知徹底について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 5
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 6

市町村課

7814 9 衆（参）院選挙通知綴 選挙関係郵便物の早期郵送等について 昭和５８年度
(起)昭58.12. 6
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 6

市町村課

7814 10 衆（参）院選挙通知綴
最高裁判所裁判官国民審査に付される裁判官の氏
名等について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 6
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 6

市町村課

7814 11 衆（参）院選挙通知綴
衆・参（補）選挙執行に伴う各地方書記長の担当
事務について

昭和５８年度
(起)昭58.11.26
(決)昭58.11.26
(施)昭58.11.26

市町村課

7814 12 衆（参）院選挙通知綴 無効投票の防止について 昭和５８年度
(起)昭58.11.26
(決)昭58.11.26
(施)昭58.11.26

市町村課

7814 13 衆（参）院選挙通知綴 立候補届事前審査開始時刻の変更について 昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.22
(施)昭58.11.22

市町村課

7814 14 衆（参）院選挙通知綴 駐車場の借用について 昭和５８年度
(起)昭58.11.24
(決)昭58.11.24
(施)昭58.11.24

市町村課

7814 15 衆（参）院選挙通知綴
市町村選挙管理委員会委員長及び書記長並びに地
方書記長会議の開催について（通知）

昭和５８年度
(起)昭58.11.19
(決)昭58.11.19
(施)昭58.11.19

市町村課

7814 16 衆（参）院選挙通知綴
立候補届事前審査及び立候補予定者説明会の開催
について

昭和５８年度
(起)昭58.11.19
(決)昭58.11.19
(施)昭58.11.19

市町村課

7814 17 衆（参）院選挙通知綴 委員会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58.11.19 市町村課

7814 18 衆（参）院選挙通知綴
事前運動文書図画の撤去等の共同申し入れについ
て

昭和５８年度 (起)昭58.11.21 市町村課

7814 19 衆（参）院選挙通知綴
衆議院議員選挙及び参議院議員補欠選挙における
立候補受付及び受理分担表について

昭和５８年度 (起)昭58.11.  市町村課

7814 20 衆（参）院選挙通知綴 選挙の時間外従事者について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58.12. 2
(決)昭58.12. 3
(施)昭58.12. 3

市町村課

7814 21 衆（参）院選挙通知綴 委員会提出議案について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58.11.20
(施)昭58.11.22

市町村課

7814 22 衆（参）院選挙通知綴 委員会提出議案について 昭和５８年度
(起)昭58.11.20
(施)昭58.11.22

市町村課

7814 23 衆（参）院選挙通知綴
市町村選挙管理委員会委員長及び書記長並びに地
方書記長会議における委員長のあいさつについて

昭和５８年度 (起)昭58.11.26 市町村課

7814 24 衆（参）院選挙通知綴 議員の欠員通知について 昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.22
(施)昭58.11.22

市町村課

7814 25 衆（参）院選挙通知綴 議員の欠員通知について 昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.22
(施)昭58.11.22

市町村課

7814 26 衆（参）院選挙通知綴 不在者投票事務説明会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 9
(決)昭58.11. 9
(施)昭58.11.10

市町村課
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7814 27 衆（参）院選挙通知綴
選挙事務分担表（衆院・参院補欠）について（伺
い）

昭和５８年度 (起)昭58.11. 2 市町村課

7814 28 衆（参）院選挙通知綴 会議室及び鍵の借用について（伺い） 昭和５８年度 (起)昭58. 8.16 市町村課

7815 1
衆・参議員静岡選出議員補欠選挙
及び最高裁国民審査の公報綴

選挙公報等の送付について 昭和５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.11.30
(施)昭58.12. 9

市町村課

7815 2
衆・参議員静岡選出議員補欠選挙
及び最高裁国民審査の公報綴

随意契約書の提出について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58.11.25
(決)昭58.11.25
(施)昭58.11.26

市町村課

7815 3
衆・参議員静岡選出議員補欠選挙
及び最高裁国民審査の公報綴

衆議院議員選挙等の選挙公報及び最高裁国民審査
公報の発行について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.24

市町村課

7816 1
衆議院議員総選挙確定報告書
（市）

昭和58年12月18日執行　衆議院議員総選挙確定報
告書（市）

昭和５８年度 市町村課

7817 1
衆議院議員総選挙確定報告書（町
村）

昭和58年12月18日執行　衆議院議員総選挙確定報
告書（町村）

昭和５８年度 市町村課

7818 1
参議院議員補欠選挙確定報告書
（市）

昭和58年12月18日執行　参議院議員補欠選挙確定
報告書（市）

昭和５８年度 市町村課

7819 1
参議院議員補欠選挙確定報告書
（町村）

昭和58年12月18日執行　参議院議員補欠選挙確定
報告書（町村）

昭和５８年度 市町村課

7820 1
衆議院議員選挙選挙人名簿登録者
数

12月18日執行の衆議院議員選挙に係る選挙人名簿
の選挙時登録者数の発表について

昭和５８年度 (起)昭58.12. 2 市町村課

7821 1 衆議院議員選挙年齢別投票率調
昭和58年12月18日執行　衆議院議員選挙年齢階層
別投票率調について

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 6
(決)昭59. 1. 7
(施)昭59. 1. 7

市町村課

7821 2 衆議院議員選挙年齢別投票率調 年齢別投票者に関する調査について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.30
(決)昭59. 1.31
(施)昭59. 1.31

市町村課

7821 3 衆議院議員選挙年齢別投票率調 年齢別投票者に関する調査について 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 6
(決)昭59. 1. 7
(施)昭59. 1. 7

市町村課

7822 1 衆議院議員選挙選挙特報 選挙特報　第１号（昭和58年11月28日） 昭和５８年度 (起)昭58.12. 1 市町村課

7822 2 衆議院議員選挙選挙特報 選挙特報　第２号（昭和58年12月２日） 昭和５８年度 (起)昭58.12. 6 市町村課

7822 3 衆議院議員選挙選挙特報 選挙特報　第３号（昭和58年12月９日） 昭和５８年度 (起)昭58.12.12 市町村課

7822 4 衆議院議員選挙選挙特報 選挙特報　第４号（昭和58年12月13日） 昭和５８年度 (起)昭58.12.15 市町村課

7822 5 衆議院議員選挙選挙特報 選挙特報　第５号（昭和58年12月22日） 昭和５８年度 (起)昭58.12.25 市町村課

7823 1 衆議院議員選挙政治活動
政党その他の政治団体の確認事務に関する依頼及
び所属党派証明書の見本の送付について

昭和５８年度 (収)昭58.11.28 自治省

7823 2 衆議院議員選挙政治活動 政談演説会開催届出書の見本の送付について 昭和５８年度 (収)昭58.11.28 自治省

7823 3 衆議院議員選挙政治活動
政治活動用ポスターに貼付する証紙の交付につい
て（各確認団体別）

昭和５８年度 市町村課

504 ページ



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

7823 4 衆議院議員選挙政治活動
政談演説会立札（看板）の表示について（各確認
団体別）

昭和５８年度 市町村課

7823 5 衆議院議員選挙政治活動
確認団体より届出のあった政治活動用ビラについ
て

昭和５８年度 (収)昭58.12. 5 自治省

7824 1
県政の課題と今後３年間の施策の
方向（昭和60～62年度）

県政の課題と今後３年間の施策の方向（昭和60～
62年度）　昭和60年１月

昭和５９年度 企画調査課

7825 1
県政の課題と今後３年間の施策の
方向（昭和59～61年度）

県政の課題と今後３年間の施策の方向（昭和59～
61年度）　昭和59年１月

昭和５８年度 企画調査課

7826 1
静岡県総合計画に基づく55～57年
度事業実施計画

静岡県総合計画に基づく55～57年度事業実施計画　
昭和55年３月

昭和５４年度

7827 1
静岡県総合計画に基づく第２次事
業実施計画

静岡県総合計画に基づく第２次事業実施計画　昭
和53年３月

昭和５２年度

7828 1 静岡県総合計画 静岡県総合計画　昭和52年２月 昭和５１年度

7829 1 静岡県新総合計画（案） 静岡県新総合計画（案）　昭和61年１月17日 昭和６０年度 文書課

7830 1 新総合計画
新総合計画（案）に対する意見の聴取について
（依頼）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.17 企画調査課

7830 2 新総合計画 計画・構想事業概要調書 昭和６０年度 文書課

7830 3 新総合計画
新総合計画に係る計画・構想事業の概要調書等に
ついて

昭和６０年度 文書課

7830 4 新総合計画
新しい総合計画の策定に係る講演会の開催につい
て

昭和６０年度 (収)昭60.10.12 企画調査課

7830 5 新総合計画
新総合計画策定ワーキンググループ担当職員の選
出について

昭和６０年度 (収)昭60. 4. 3 企画調査課

7831 1 新総合計画策定資料
新総合計画策定資料　No.１　人工・経済等の基
本指標および産業関係の推移と原状

昭和６０年度 静岡県

7831 2 新総合計画策定資料
新総合計画策定資料　No.２　福祉関係の推移と
原状

昭和６０年度 静岡県

7831 3 新総合計画策定資料
新総合計画策定資料　No.３　人づくり関係の推
移と原状

昭和６０年度 静岡県

7831 4 新総合計画策定資料
新総合計画策定資料　No.４　安全・居住環境関
係の推移と原状

昭和６０年度 静岡県

7831 5 新総合計画策定資料
新総合計画策定資料　No.５　基盤関係の推移と
原状

昭和６０年度 静岡県

7831 6 新総合計画策定資料 新総合計画策定資料　No.６　地域の推移と原状 昭和６０年度 静岡県

7832 1
国１・静岡市清閑町火災に伴うＬ
ＰＧ関係

昭和56年９月13日国１・静岡市清閑町火災に伴う
Ｌ・Ｐ・Ｇ関係状況

昭和５６年度 消防防災課

7833 1
通産（火薬・高圧ガス・液化ガ
ス）担当者会議

各通商産業局（沖縄総合事務局）及び各都道府県
高圧ガス及び火薬類保安担当官会議資料

昭和５６年度 (収)昭56. 6.19 東京通産局

505 ページ



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

7834 1 消防施設整備計画実態調査 消防施設整備計画実態調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.27
(決)昭56. 6.29
(施)昭56. 6.29

消防防災課

7834 2 消防施設整備計画実態調査 消防施設整備計画に関する実態調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4. 8
(施)昭56. 4. 8

消防防災課

7834 3 消防施設整備計画実態調査 市町村消防施設整備計画実態調査 昭和５６年度
(起)昭56. 6.27
(決)昭56. 6.29
(施)昭56. 6.29

消防防災課

7835 1
常備化政令指定申請書（東伊豆町
ほか）

復命書（消防常備化政令指定申請の事情聴取） 昭和５６年度 (起)昭56.10.28 消防防災課

7835 2
常備化政令指定申請書（東伊豆町
ほか）

昭和57年度における消防本部及び消防署義務設置
町村の政令指定（内定）について（通知）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.22
(決)昭57. 1.22
(施)昭57. 1.22

消防防災課

7835 3
常備化政令指定申請書（東伊豆町
ほか）

消防本部及び消防署を置かなければならない市町
村を定める政令に基づく告示について（通知）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 7
(決)昭57. 4. 7
(施)昭57. 4. 7

消防防災課

7835 4
常備化政令指定申請書（東伊豆町
ほか）

消防本部及び消防署を置かなければならない市町
村を定める政令に基づく指定を希望する町村の調
査について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 1
(決)昭56.10. 1
(施)昭56.10. 1

消防防災課

7835 5
常備化政令指定申請書（東伊豆町
ほか）

消防常備化にかかる政令指定申請書の事前作成に
ついて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.18
(施)昭56. 9.18

消防防災課

7836 1
国の昭和60年度予算に対する要望
事項

国に対する要望について 昭和５９年度 (起)昭59. 9. 1 地震対策課

7837 1 国際交流連絡会議 復命書（国際交流連絡会議） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.21 後継者養成課

7838 1 民間活力活用推進について 民活プロジェクトの具体化推進方策について 昭和６２年度 (収)昭62. 6.26
内閣官房特命事
項担当室長

7838 2 民間活力活用推進について 民活法について 昭和６２年度 (起)昭62. 6. 3 地域振興課

7838 3 民間活力活用推進について 地方における民間活力活用の推進方策について 昭和６１年度 (収)昭61.12.10
内閣官房特命事
項担当室長

7838 4 民間活力活用推進について
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の
促進に関する臨時措置法の施行について

昭和６１年度 (収)昭61. 9.18 建設省都市局長

7838 5 民間活力活用推進について
民活法適用対象プロジェクト候補について（回
答）

昭和６１年度 (起)昭61. 4.  計画課

7838 6 民間活力活用推進について
民活法適用対象プロジェクト候補の調査について
（依頼）

昭和６１年度 (起)昭61. 4. 9 計画課

7838 7 民間活力活用推進について 地域における民間活力活用主要プロジェクト 昭和６０年度 (収)昭60. 8.  建設省

7838 8 民間活力活用推進について
まちづくりへの民間活力導入の現状と推進方策に
関する調べ

昭和６１年度 (収)昭61.10.20
地方行財政調査
会

7839 1 清水港線関係綴（１）
清水港線特定地方交通線対策協議会会議の構成員
の指名について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.22
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 1.30

県民生活課

7839 2 清水港線関係綴（１）
特定地方交通線選定対象道県交通担当部長会議に
ついて

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 1 県民生活課
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7839 3 清水港線関係綴（１） 国鉄地方交通線問題庁内連絡会議の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(決)昭56.11.12
(施)昭56.11.12

県民生活課

7839 4 清水港線関係綴（１） 復命書（地方交通線要件） 昭和５６年度 (起)昭56.10.31 県民生活課

7839 5 清水港線関係綴（１）
特定地方交通線選定対象道県交通部長会議につい
て

昭和５６年度 (起)昭56.10.20 県民生活課

7839 6 清水港線関係綴（１）
特定地方交通線の廃止選定に係る自治体の動向に
ついて

昭和５６年度 (起)昭56.10. 7 県民生活課

7839 7 清水港線関係綴（１）
特定地方交通線選定対象道県交通部長会議につい
て

昭和５６年度 (起)昭56.10. 8 県民生活課

7839 8 清水港線関係綴（１） 復命書（清水港線小委員会） 昭和５６年度 (起)昭56. 9.21 県民生活課

7839 9 清水港線関係綴（１） 国鉄地方交通線問題庁内連絡会議の開催について 昭和５６年度 (起)昭56. 9.18 県民生活課

7839 10 清水港線関係綴（１）
清水港線に係る特定地方交通線の選定承認につい
て

昭和５６年度 (起)昭56. 9.18 県民生活課

7839 11 清水港線関係綴（１） 復命書（全国知事会地域交通問題研究会） 昭和５６年度 (起)昭56. 8. 5 県民生活課

7839 12 清水港線関係綴（１） 清水港線に係る意見書の提出について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.17
(決)昭56. 7.20
(施)昭56. 7.20

県民生活課

7839 13 清水港線関係綴（１） 清水港線に係る特定地方交通線の選定について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.18
(決)昭56. 6.19
(施)昭56. 6.20

県民生活課

7840 1 清水港線関係綴（２）
清水港線特定地方交通線対策協議会幹事会の事前
打合せ概要

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 4 県民生活課

7840 2 清水港線関係綴（２） 第一次廃止予定線路についての知事意見 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 5 県民生活課

7840 3 清水港線関係綴（２）
特定地方交通線の選定に対する意見の申し出につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 8.31 県民生活課

7840 4 清水港線関係綴（２） 清水港線に係る知事意見書の提出について 昭和５６年度 (起)昭56. 8.17 県民生活課

7841 1 清水港線対策関係綴（１）
復命書（清水港線特定地方線対策協議会幹事会会
議）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.31 県民生活課

7841 2 清水港線対策関係綴（１）
復命書（清水港線特定地方線対策協議会幹事会会
議）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.30 県民生活課

7842 1 清水港線対策関係綴（２） 清水港線対策会議役員会の開催について 昭和５７年度 (起)昭57.11.18 県民生活課

7842 2 清水港線対策関係綴（２）
清水港線特定地方交通線対策協議会幹事会の開催
について

昭和５７年度 (収)昭58. 3. 8
清水港線特定地
方交通線対策協
議会幹事会座長

7842 3 清水港線対策関係綴（２） 国鉄貨物取扱駅配置の考え方 昭和５７年度 (収)昭58. 3. 2
全国知事会調査
第２部長
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7842 4 清水港線対策関係綴（２）
復命書（清水港線特定地方線対策協議会幹事会会
議）

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 3 県民生活課

7842 5 清水港線対策関係綴（２）
国鉄清水港線の廃止に伴う代替輸送の条件等申し
入れについて

昭和５７年度 (収)昭57.12. 4 清水市長

7843 1 清水港線対策関係綴（１）
復命書（清水港線特定地方線対策協議会幹事会会
議）

昭和５８年度 (起)昭58. 4.28 交通対策課

7843 2 清水港線対策関係綴（１）
清水港線特定地方交通線対策協議会会議幹事会の
幹事就任について

昭和５８年度 (収)昭58. 4.13
清水港線特定地
方交通線対策協
議会会議議長

7844 1 清水港線対策関係綴（２） 昭和58年度清水港線対策関係（２） 昭和５８年度 交通対策課

7845 1 清水港線関係綴（１） 昭和58年度清水港線（58／４～58／７） 昭和５８年度 交通対策課

7846 1 清水港線関係綴（２） 昭和58年度清水港線（58／８～58／11） 昭和５８年度 交通対策課

7847 1 清水港線関係綴（３） 昭和58年度清水港線（58／12～交通量等） 昭和５８年度 交通対策課

7848 1 清水港線関係綴（４） 国鉄清水港線跡地利用計画について（答申） 昭和５９年度 (収)昭59.12.  
国鉄清水港線跡
地利用対策協議
会

7848 2 清水港線関係綴（４） 清水港線代替バス発車式について（ご案内） 昭和５８年度 (収)昭59. 3.27 清水市長

7848 3 清水港線関係綴（４） 清水港線特定地方交通線対策協議会第３回会議 昭和５８年度 (起)昭59. 1.26 県民生活課

7848 4 清水港線関係綴（４） 清水港線特定地方交通線対策協議会第２回会議 昭和５８年度 (起)昭58.12.12 県民生活課

7849 1 二俣線関係綴（１） 二俣線関係資料 昭和５６年度 県民生活課

7850 1 二俣線関係綴（２） 二俣線関係資料 昭和５７年度 県民生活課

7851 1 二俣線関係綴（３） 二俣線関係資料 昭和５６年度 県民生活課

7852 1 二俣線関係綴（４） 二俣線問題懇談会 昭和５７年度 (起)昭58. 2.18 県民生活課

7852 2 二俣線関係綴（４） 二俣線存続沿線市町村対策協議会臨時総会 昭和５７年度 (収)昭58. 1.18

7852 3 二俣線関係綴（４） 二俣線沿線地域関連基本調査 昭和５６年度

7853 1 伊東線複線化関係綴（１）
昭和56年度鉄道建設促進事業補助金の確定につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.30
(施)昭57. 4.30

県民生活課

7853 2 伊東線複線化関係綴（１）
昭和56年度伊東線複線化に係る特別鉄道債券の売
却について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56.11. 5
(決)昭56.11. 5
(施)昭56.11. 6

県民生活課
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7853 3 伊東線複線化関係綴（１）
昭和56年度伊東線複線化工事に伴う引受利用債に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.10.27
(決)昭56.10.29
(施)昭56.10.29

県民生活課

7853 4 伊東線複線化関係綴（１） 復命書（国鉄伊東線複線化推進連絡会議） 昭和５６年度 (起)昭56. 8.20 県民生活課

7853 5 伊東線複線化関係綴（１） 復命書（伊東線複線化促進陳情） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.17 県民生活課

7853 6 伊東線複線化関係綴（１） 復命書（伊東線複線化期成同盟総会） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.22 県民生活課

7854 1 伊東線複線化関係綴（２）
復命書（国鉄伊東線複線化推進連絡者会議事務担
当者会議）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.14 県民生活課

7854 2 伊東線複線化関係綴（２） 復命書（伊東線複線化陳情） 昭和５７年度 (起)昭58. 2. 3 県民生活課

7854 3 伊東線複線化関係綴（２） 伊東線複線化期成同盟会 昭和５７年度 (起)昭57. 5.24 県民生活課

7855 1 交通問題懇談会（３） 貨物輸送にかかる要請書に対する回答 昭和５６年度 企画調査課

7855 2 交通問題懇談会（３） バス専用レーンへのタクシー乗り入れについて 昭和５７年度 (起)昭57. 4.17 企画調査課

7855 3 交通問題懇談会（３） 交通問題懇談会の開催方法について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.19
(施)昭57. 3.19

企画調査課

7855 4 交通問題懇談会（３） 静岡県交通問題懇談会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.15
(決)昭57. 2.15
(施)昭57. 2.15

企画調査課

7855 5 交通問題懇談会（３） 静岡県交通問題懇談会幹事会の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 1.25 企画調査課

7855 6 交通問題懇談会（３）
「県民福祉向上についての申入書」に対する回答
について

昭和５６年度 (起)昭56.11.20 企画調査課

7855 7 交通問題懇談会（３）
公共交通問題対策協議会等の組織の設置状況及び
活動状況について（回答）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 7
(決)昭56.10. 9
(施)昭56.10. 9

企画調査課

7856 1 交通問題懇談会（４） 昭和58年度静岡県交通問題懇談会 昭和５８年度 企画調査課

7857 1 佐久間線調査委託事業関係綴 佐久間線に係る調査委託事業について 昭和５７年度 (起)昭57. 6.30 県民生活課

7858 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

鉄建協第40回臨時総会の開催について 昭和５６年度 (収)昭56.11.13
鉄道新線建設促
進全国協議会

7858 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

鉄道交通網整備促進議員連盟中央連絡会議につい
て

昭和５６年度 (収)昭56.10. 2
鉄道新線建設促
進全国協議会

7858 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

復命書（鉄道新線建設促進全国協議会第40回臨時
総会）

昭和５６年度 (起)昭56.12. 7 県民生活課

7858 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

昭和56年度国鉄佐久間線建設期成同盟会定期総会
の開催について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.24
(決)昭56. 9.26
(施)昭56. 9.26

県民生活課

7858 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

昭和56年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会資料
について

昭和５６年度 (起)昭56.10. 5 県民生活課
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7858 6
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

佐久間線担当課長会議の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.24
(決)昭56. 9.26
(施)昭56. 9.26

県民生活課

7858 7
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

復命書（佐久間線市町村担当課長会議） 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 1 県民生活課

7858 8
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

佐久間線担当課長会議の開催について 昭和５６年度 (起)昭56. 8.19 県民生活課

7858 9
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

陳情電報の発信について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.13
(決)昭56. 8.18
(施)昭56. 8.20

県民生活課

7858 10
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

復命書（佐久間線対策について） 昭和５６年度 (起)昭56. 8. 5 県民生活課

7858 11
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

自由民主党鉄道交通整備促進進議員連盟との懇談
について

昭和５６年度 (収)昭56. 5.12
鉄道新線建設促
進全国協議会

7858 12
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

常任理事会 昭和５６年度 (収)昭56. 5. 9
鉄道新線建設促
進全国協議会

7858 13
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（５）

鉄建協第39回定期全国総会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 8
(決)昭56. 5. 8
(施)昭56. 5. 8

県民生活課

7859 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（６）

第41回定期全国総会における決議文（案）につい
て

昭和５６年度 (収)昭57. 3.26
鉄道新線建設促
進全国協議会

7859 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（６）

復命書（第７回鉄建協会員研修会） 昭和５６年度 (起)昭57. 2.25 県民生活課

7859 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（６）

復命書（佐久間線担当課長会議） 昭和５６年度 (起)昭57. 2.17 県民生活課

7859 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（６）

昭和57年度鉄道新線建設予算について 昭和５６年度 (収)昭57. 1. 6
鉄道新線建設促
進全国協議会

7859 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（６）

昭和56年度国鉄佐久間線建設期成同盟会分担金の
納入について

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 5
(施)昭57. 1. 5

県民生活課

7859 6
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（６）

特定地方交通線のバス輸送等への転換に際して講
ずることとしている助成措置等について

昭和５６年度 (収)昭56.10.23
鉄道新線建設促
進全国協議会

7859 7
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（６）

佐久間線の工事内容の記事に対する意見について 昭和５６年度 (起)昭56.10.22 県民生活課

7860 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（７）

昭和56年度国鉄佐久間線建設期成同盟会証拠書類
等一式

昭和５６年度 県民生活課

7861 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（８）

昭和57年度国鉄佐久間線建設期成同盟会の会長あ
いさつと進行順序について

昭和５７年度 (起)昭57.10.22 県民生活課

7861 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（８）

昭和57年度国鉄佐久間線建設期成同盟会総会資料
について

昭和５７年度 (起)昭57.10.16 県民生活課

7861 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（８）

昭和57年度国鉄佐久間線建設期成同盟会定期総会
の開催について

昭和５７年度 (起)昭57. 9.24 県民生活課

7861 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（８）

陳情電報の発信について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.11 県民生活課

7861 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（８）

復命書（鉄道新線建設促進全国協議会総会） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.25 県民生活課
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7861 6
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（８）

昭和57年度日本鉄道建設公団予算について 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 3
鉄道新線建設促
進全国協議会

7861 7
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（８）

復命書（佐久間線担当課長会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.27 県民生活課

7861 8
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（８）

昭和57年度鉄道建設促進事業補助金の額の確定に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.16
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

県民生活課

7862 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（９）

佐久間線担当課長会議の開催について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.15
(決)昭58. 3.16
(施)昭58. 3.16

県民生活課

7862 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（９）

復命書（第８回鉄建協会員研修会） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.26 県民生活課

7862 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（９）

第８回鉄建協会員研修会の開催について 昭和５７年度 (起)昭58. 1.25 県民生活課

7862 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（９）

復命書（鉄道新線建設促進全国協議会総会） 昭和５７年度 (起)昭57.12. 7 県民生活課

7862 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（９）

昭和57年度国鉄佐久間線建設期成同盟会分担金の
納入について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 5
(決)昭57.12. 5
(施)昭57.12. 5

県民生活課

7863 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（10）

昭和57年度国鉄佐久間線建設期成同盟会証拠書類
等一式

昭和５７年度 県民生活課

7864 1
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（11）

昭和56年度国鉄佐久間線建設期成同盟会の会長あ
いさつと進行順序について

昭和５６年度 (起)昭56.10.12 県民生活課

7864 2
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（11）

昭和59年度鉄道新線建設予算について 昭和５８年度 (収)昭59. 1.26
鉄道新線建設促
進全国協議会

7864 3
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（11）

陳情電報の発信について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.17
(決)昭59. 1.18
(施)昭59. 1.18

県民生活課

7864 4
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（11）

鉄建協第44回臨時全国総会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58.11.28
鉄道新線建設促
進全国協議会

7864 5
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（11）

昭和58年度国鉄佐久間線建設期成同盟会分担金の
納入について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 5
(決)昭58.12. 5
(施)昭58.12. 5

県民生活課

7864 6
国鉄佐久間線建設期成同盟会関係
綴（11）

昭和58年度国鉄佐久間線建設期成同盟会の会長あ
いさつと進行順序について

昭和５８年度 (起)昭58.10.26 県民生活課

7865 1 身延線改善促進期成同盟会（１） 復命書（身延線整備改善要望について） 昭和５６年度 (起)昭57. 2.18 県民生活課

7866 1 身延線改善促進期成同盟会（２）
復命書（身延線整備改善要望事項の回答に係る打
合せ会）

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 3 県民生活課

7866 2 身延線改善促進期成同盟会（２）
復命書（身延線改善促進期成同盟の要望書等提
出）

昭和５７年度 (起)昭57.11.24 県民生活課

7866 3 身延線改善促進期成同盟会（２） 身延線問題打合せ会の開催について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.29
(決)昭57. 8. 2
(施)昭57. 8. 2

県民生活課

7866 4 身延線改善促進期成同盟会（２） 復命書（身延線改善促進期成同盟実行委員会） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.16 県民生活課

7866 5 身延線改善促進期成同盟会（２）
復命書（身延線改善促進期成同盟・身延線を守る
会合同会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.17 県民生活課
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7866 6 身延線改善促進期成同盟会（２） 復命書（身延線問題打合せ会） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.20 県民生活課

7866 7 身延線改善促進期成同盟会（２） 復命書（身延線改善促進期成同盟総会） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.21 県民生活課

7867 1 国鉄地方線関係綴（１） 復命書（国鉄地方交通線関係団体会議） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.25 県民生活課

7867 2 国鉄地方線関係綴（１）
清水港線に係る代替輸送道路の積雪等による不通
日数の調査結果について（回答）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.23
(決)昭56. 4.25
(施)昭56. 4.25

県民生活課

7867 3 国鉄地方線関係綴（１）
清水港線に係る代替輸送道路の積雪等による不通
日数の調査結果について（照会）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.16
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

県民生活課

7868 1 国鉄地方線関係綴（２） 復命書（清水港線存続陳情） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.11 県民生活課

7868 2 国鉄地方線関係綴（２） 復命書（清水港線存続陳情） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.13 県民生活課

7868 3 国鉄地方線関係綴（２）
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会担当課
長会議）

昭和５６年度 (起)昭56. 5.15 県民生活課

7868 4 国鉄地方線関係綴（２） 復命書（清水港線存続対策連絡会議） 昭和５６年度 (起)昭56. 4.17 県民生活課

7868 5 国鉄地方線関係綴（２）
国鉄地方線廃止反対静岡県共闘会議の申し入れに
対する回答について（伺い）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.13 県民生活課

7869 1 国鉄地方線関係綴（３） 復命書（全国知事会地域交通問題研究会） 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 3 県民生活課

7869 2 国鉄地方線関係綴（３） 国鉄二俣線現地調査について（依頼） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.31 県民生活課

7869 3 国鉄地方線関係綴（３） 国鉄地方交通線問題担当課長打合せ会議について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.26
(施)昭56. 3.26

県民生活課

7870 1 国鉄地方線関係綴（４）
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会担当課
長会議）

昭和５６年度 (起)昭56.11. 4 県民生活課

7870 2 国鉄地方線関係綴（４） 国鉄二俣線存続対策打合せ会について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.24
(決)昭56. 7.26
(施)昭56. 7.26

県民生活課

7870 3 国鉄地方線関係綴（４） 復命書（特定地方交通線選定対象道県会議） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.17 県民生活課

7870 4 国鉄地方線関係綴（４）
国鉄地方交通線問題庁内連絡会議の開催について
（お願い）

昭和５６年度
(起)昭56. 6.22
(決)昭56. 6.23
(施)昭56. 6.23

県民生活課

7871 1 国鉄地方線関係綴（５）
復命書（第１回清水港線特定地方交通線対策協議
会会議）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.17 県民生活課

7871 2 国鉄地方線関係綴（５）
第１回「清水港特定地方交通線対策協議会」知事
挨拶について（伺い）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.12 県民生活課

7872 1 国鉄地方線関係綴（６）
復命書（清水港線特定地方交通線対策協議会下打
合せ会）

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 4 県民生活課

7872 2 国鉄地方線関係綴（６）
復命書（全国知事会特定地方交通線対策に関する
情報交換会）

昭和５６年度 (起)昭57. 1.25 県民生活課
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7872 3 国鉄地方線関係綴（６） 復命書（清水港線存続対策協議会） 昭和５６年度 (起)昭57. 1.21 県民生活課

7873 1 国鉄地方線関係綴（１） 復命書（昭和57年度清水港線対策会議定期総会） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.18 県民生活課

7873 2 国鉄地方線関係綴（１）
復命書（第１回清水港線特定地方交通線対策協議
会幹事会）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.30 県民生活課

7873 3 国鉄地方線関係綴（１） 復命書（清水港線対策４者打合せ会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 4.22 県民生活課

7874 1 国鉄地方線関係綴（２）
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会担当課
長会議）

昭和５７年度 (起)昭57.10.22 県民生活課

7874 2 国鉄地方線関係綴（２） 国鉄特定地方交通線対策について（回答） 昭和５７年度 (起)昭57.10.16 県民生活課

7875 1 国鉄地方線問題 国鉄地方線問題 昭和５７年度 水対策調整課

7876 1
地下水利用適正化調査（大井川地
域）報告書

昭和57年度地下水利用適正化調査（大井川地域）
報告書　（昭和58年３月）

昭和５７年度
資源エネルギー
課

7877 1
地下水利用適正化調査（静清庵地
域）報告書

昭和58年度地下水利用適正化調査（静清庵地域）
報告書　（昭和59年２月）

昭和５８年度
資源エネルギー
課

7878 1
地下水利用適正化調査（岳南地
域）報告書

昭和60年度地下水利用適正化調査（岳南地域）報
告書（昭和61年３月）

昭和６０年度
資源エネルギー
課

7879 1 長島ダム対策関係業務参考書 県内各職安労働市場関係資料 昭和５７年度
(起)昭57. 5.11
(決)昭57. 5.15
(施)昭57. 5.15

長島ダム対策室

7879 2 長島ダム対策関係業務参考書 県内最近の雇用状況概要と今後の見通しについて 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 6
(決)昭57. 9. 6
(施)昭57. 9. 6

長島ダム対策室

7879 3 長島ダム対策関係業務参考書 昭和58年４月以降の就職相談等について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.26
(施)昭58. 3.28

長島ダム対策室

7880 1
住民基本台帳法に基づく人口移動
報告　昭和56年

住民基本台帳法に基づく人口移動報告　昭和56年
１月～12月

昭和５６年度 統計課

7881 1
住民基本台帳法に基づく人口移動
報告　昭和57年

住民基本台帳法に基づく人口移動報告　昭和57年
１月～12月

昭和５７年度 統計課

7882 1
住民基本台帳法に基づく人口移動
報告　昭和58年

住民基本台帳法に基づく人口移動報告　昭和58年
１月～12月

昭和５８年度 統計課

7883 1
住民基本台帳法に基づく人口移動
報告　昭和59年

住民基本台帳法に基づく人口移動報告　昭和59年
１月～12月

昭和５９年度 統計課

7884 1
住民基本台帳法に基づく人口移動
報告　昭和60年

住民基本台帳法に基づく人口移動報告　昭和60年
１月～12月

昭和６０年度 統計課

7885 1
富士地域公害防止計画実施状況等
調査

公害防止計画実施状況等調査の打ち合せ会につい
て

昭和５７年度 (収)昭57. 6. 9 大気保全課

7886 1
富士地域公害防止計画実施状況等
調査算出資料

冨士地域公害防止計画（水質関係）＜参考資料＞
昭和57年９月

昭和５７年度 水質保全課

7887 1
富士地域公害防止計画実施状況等
調査基礎資料

冨士地域公害防止計画実施状況等調査基礎資料 昭和５７年度 水質保全課
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7888 1
富士地域公害防止計画策定に関す
る資料（１）

冨士地域公害防止計画策定に関する資料等につい
て

昭和５８年度
(起)昭58.10.22
(決)昭58.10.24
(施)昭58.10.24

水質保全課

7889 1
富士地域公害防止計画策定に関す
る資料（２）

冨士地域公害防止計画について 昭和５８年度 (収)昭59. 1.13 大気保全課

7889 2
富士地域公害防止計画策定に関す
る資料（２）

復命書（冨士地域公害防止計画素案、関係省庁合
同ヒヤリング）

昭和５８年度 (起)昭58.11.30 水質保全課

7890 1 富士地域公害防止計画策定資料
冨士地域公害防止計画策定に関する資料等の作成
について

昭和５８年度 (収)昭58. 9.14 大気保全課

7890 2 富士地域公害防止計画策定資料
復命書（冨士地域公害防止計画関係課担当者会
議）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.19 水質保全課

7890 3 富士地域公害防止計画策定資料 冨士地域公害防止計画の策定指示について 昭和５８年度 (収)昭58. 9.12 大気保全課

7891 1 昭和58年度太田川見直し調査結果 太田川見直し調査結果 昭和５８年度 水質保全課

7892 1 昭和58年度大場川見直し調査結果 大場川見直し調査結果 昭和５８年度 水質保全課

7893 1 昭和58年度黄瀬川見直し調査結果 黄瀬川見直し調査結果 昭和５８年度 水質保全課

7894 1
昭和58年度天竜川・太田川見直し
調査結果

天竜川・太田川見直し調査結果 昭和５８年度 水質保全課

7895 1
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.１

復命書（全国湖沼環境保全対策推進協議会総会） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.22 水質保全課

7895 2
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.１

全国湖沼環境保全対策推進協議会昭和59年度政府
予算編成に関する要望について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 6

水質保全課

7895 3
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.１

湖沼環境保全に係る昭和58年度事業・予算調につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.12

水質保全課

7896 1
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.２

湖沼環境保全特別措置法の早期制定に関する要望
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.21
(決)昭59. 3.21
(施)昭59. 3.21

水質保全課

7896 2
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.２

全国湖沼環境保全対策推進協議会幹事会の開催結
果について

昭和５８年度 (収)昭59. 1.18
全国湖沼環境保
全対策推進協議
会

7896 3
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.２

復命書（全国湖沼協「湖沼セミナー」ほか） 昭和５８年度 (起)昭58. 9.19 水質保全課

7896 4
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.２

広報用湖沼写真等の送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.26
(決)昭58. 7.29
(施)昭58. 7.29

水質保全課

7896 5
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.２

湖にかかる住民運動団体について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.19
(決)昭58. 8.30
(施)昭58. 8.31

水質保全課

7896 6
昭和58年度全国湖沼環境保全対策
推進協議会　No.２

湖沼環境保全に関する要望について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.26
(決)昭58. 7.29
(施)昭58. 7.30

水質保全課

7897 1 神奈川県との打ち合わせ 復命書（酒匂川水系等水質保全打合せ会） 昭和５８年度 (起)昭59. 1.28 水質保全課
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7898 1 市町村環境白書 環境の概要（静岡市） 昭和５８年度 水質保全課

7898 2 市町村環境白書 清水市の環境 昭和５８年度 水質保全課

7898 3 市町村環境白書 熱海市の環境 昭和５８年度 水質保全課

7898 4 市町村環境白書 三島市の環境 昭和５８年度 水質保全課

7898 5 市町村環境白書 市民生活と環境（沼津市） 昭和５８年度 水質保全課

7898 6 市町村環境白書 富士宮市の公害 昭和５８年度 水質保全課

7898 7 市町村環境白書 島田市の環境 昭和５８年度 水質保全課

7898 8 市町村環境白書 公害防止への道（磐田市） 昭和５８年度 水質保全課

7898 9 市町村環境白書 住みよい環境を目指して（掛川市） 昭和５８年度 水質保全課

7898 10 市町村環境白書 浜北市公害概要 昭和５８年度 水質保全課

7899 1 環境週間（１） 定例部長会議報告事項について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.18
(施)昭58. 5.23

水質保全課

7899 2 環境週間（１） 環境週間行事に関するアンケートについて 昭和５８年度
(起)昭58.12.23
(決)昭58.12.23
(施)昭58.12.23

水質保全課

7899 3 環境週間（１） 昭和58年度　環境週間行事の実施結果について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

水質保全課

7899 4 環境週間（１）
昭和58年度環境週間行事の実施結果及び環境美化
行動の日の実施状況について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.30
(決)昭58. 8.30
(施)昭58. 8.30

水質保全課

7900 1 環境週間（２） 第11回環境週間記念講演会の実施について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.25
(決)昭58. 5.25
(施)昭58. 5.25

水質保全課

7900 2 環境週間（２） 「環境美化行動の日」の設定について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.21
(決)昭58. 4.21
(施)昭58. 4.21

水質保全課

7900 3 環境週間（２） 第11回環境週間行事担当者会議の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

水質保全課

7900 4 環境週間（２） 昭和58年度環境週間記念作文集の送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 2
(決)昭58. 8. 3
(施)昭58. 8. 3

水質保全課

7900 5 環境週間（２）
昭和58年度環境週間記念作文コンクール知事賞の
授与について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 4
(決)昭58. 5.11
(施)昭58. 5.11

水質保全課

7900 6 環境週間（２）
昭和58年度環境週間記念作文コンクール表彰式へ
の出席依頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 2
(施)昭58. 5. 2

水質保全課

7900 7 環境週間（２）
昭和58年度環境週間記念作文コンクール審査委員
について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 4
(決)昭58. 5. 6
(施)昭58. 5. 6

水質保全課
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7900 8 環境週間（２） 会議室の借用について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 4
(施)昭58. 5. 4

水質保全課

7900 9 環境週間（２）
昭和58年度環境週間記念作文コンクールの作品募
集要領及びその実施について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.25
(決)昭58. 3. 1
(施)昭58. 3. 4

水質保全課

7900 10 環境週間（２）
第11回環境週間記念作文コンクールの後援及び賞
の授与について（依頼）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.22
(決)昭58. 2.24
(施)昭58. 2.25

水質保全課

7901 1
関東知事会公害対策推進本部　天
竜川・富士川部会

復命書（関東地方公害対策推進本部幹事会） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.28 水質保全課

7901 2
関東知事会公害対策推進本部　天
竜川・富士川部会

復命書（関東知事会公害対策推進本部天竜川・富
士川流域部会）

昭和５８年度 (起)昭58.11.10 水質保全課

7902 1
野鳥の森造成計画に伴う環境影響
評価報告書

野鳥の森造成計画に伴う環境影響評価報告書 昭和５８年度
奥野ダム建設事
務所

7903 1
浜名湖県立自然公園特別地域の土
石採取許可

浜名湖県立自然公園特別地域内土砂採取の許可に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 9
(決)昭59. 3.12
(施)昭59. 3.12

自然保護課

7904 1
日本平県立自然公園特別地域の土
石採取許可

日本平県立自然公園特別地域内土石採取の許可に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

自然保護課

7905 1
御前崎遠州灘県立自然公園特別地
域の工作物新築許可

御前崎遠州灘県立自然特別地域内工作物の新築許
可について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 2
(決)昭58. 8.10
(施)昭58. 8.10

自然保護課

7906 1
天竜奥三河国定公園特別地域内の
工作物変更許可

天竜奥三河国定公園特別地域内工作物新築の許可
について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 7
(決)昭58. 6.11
(施)昭58. 6.11

自然保護課

7907 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
の土地形状変更許可

富士箱根伊豆国立公園特別地域内土地形状変更の
許可について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.16
(決)昭59. 3.16
(施)昭59. 3.16

自然保護課

7907 2
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
の土地形状変更許可

富士箱根伊豆国立公園特別地域内土地形状変更許
可申請について（協議）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.14
(決)昭59. 2.15
(施)昭59. 2.15

自然保護課

7908 1
富士箱根伊豆国立公園特別地域内
の工作物改築許可

富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物増築の許
可について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.24
(施)昭58. 5.24

自然保護課

7909 1 静岡県花の会連合会綴 静岡県花の会連合会理事会の開催について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 8
(決)昭61. 1.10
(施)昭61. 1.10

花の会連合会

7909 2 静岡県花の会連合会綴
復命書（昭和61年度県花の会連合会総会会場打合
せ）

昭和６０年度 (起)昭60.12.23 自然保護課

7909 3 静岡県花の会連合会綴
昭和60年度静岡県花いっぱいコンクールの実施に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 3
(決)昭60. 6. 7
(施)昭60. 6.11

花の会連合会

7909 4 静岡県花の会連合会綴 和60年度静岡県花の会連合会大会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.26 花の会連合会

7909 5 静岡県花の会連合会綴
昭和60年度静岡県花いっぱいコンクールの審査結
果について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.13
(決)昭60. 9.18
(施)昭60. 9.18

花の会連合会

7909 6 静岡県花の会連合会綴 静岡県花の会連合会理事会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(決)昭60. 9.10
(施)昭60. 9.10

花の会連合会

7909 7 静岡県花の会連合会綴
昭和60年度静岡県花いっぱいコンクール審査会の
開催について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.29
(決)昭60. 9. 2
(施)昭60. 9. 2

花の会連合会

7909 8 静岡県花の会連合会綴
静岡県自然環境保全審議会委員の推薦について
（回答）

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8.13

花の会連合会

516 ページ



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

7909 9 静岡県花の会連合会綴
昭和60年度静岡県花の会連合会通常総会の開催に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.27
(決)昭60. 5.28
(施)昭60. 5.28

花の会連合会

7909 10 静岡県花の会連合会綴
昭和60年度静岡県花の会連合会通常総会の開催に
ついて（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.25
(施)昭60. 5. 1

花の会連合会

7910 1 福祉事務所現況調査 福祉事務所現況調査票の提出について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.15
(決)昭58. 8.15
(施)昭58. 8.15

社会課

7910 2 福祉事務所現況調査 福祉事務所現況調査の実施について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 4
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 6

社会課

7910 3 福祉事務所現況調査
市部福祉事務所における老人福祉の相談状況につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.27
(施)昭58. 5.27

社会課

7910 4 福祉事務所現況調査 福祉事務所現況調査結果の送付について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 7
(決)昭58. 4. 8
(施)昭58. 4. 8

社会課

7911 1
福祉事務所事務費等補助金交付要
綱

昭和58年度福祉事務所事務費補助金交付要綱につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 7.19
(決)昭58. 7.22
(施)昭58. 7.22

社会課

7912 1 審議会答申等 資料の送付について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 3
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 3

児童課

7913 1 児童福祉審議会等答申書綴
静岡県指導福祉審議会－児童の健全育成をめざし
て－

昭和５８年度 児童課

7913 2 児童福祉審議会等答申書綴
「自閉症児とその周辺疾患児の対策について」
（意見具申）の送付について

昭和５７年度 (収)昭57. 6.19 兵庫県民生部

7914 1 施設整備関係綴
児童センター整備費の国庫補助金基準額の改正に
ついて

昭和５８年度 (起)昭58. 7. 1 児童課

7914 2 施設整備関係綴
児童福祉施設（養護施設）の施設の変更について
（松風荘：沼津市）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.19 児童課

7914 3 施設整備関係綴
児童福祉施設（養護施設）の施設の変更について
（ひまわり園：冨士市）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.12 児童課

7914 4 施設整備関係綴
昭和58年度児童館（児童センター）整備費国庫補
助金の内示について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.19

児童課

7915 1 表彰関係
昭和59年度青少年善行表彰の推薦について（依
頼）

昭和５８年度 (収)昭59. 2.13 社会課

7915 2 表彰関係
富士見学園創立20周年記念事業における民生部長
感謝状の贈呈について（伺い）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.20 障害福祉課

7915 3 表彰関係 昭和59年秋の叙勲候補者の推薦について（依頼） 昭和５８年度 (収)昭58.12.27 社会課

7915 4 表彰関係
昭和58年度静岡新聞社、静岡放送社会功労賞受賞
者の決定について

昭和５８年度 (収)昭58.11.26 社会課

7915 5 表彰関係
昭和58年度社団法人日本善行会成人善行表彰の推
薦について（依頼）

昭和５８年度 (収)昭58. 8. 1 社会課

7915 6 表彰関係
昭和59年度春の叙勲及び褒章候補者の推薦につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 7.23 社会課

7915 7 表彰関係 第31回中日社会功労賞候補者の推薦について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.27 社会課
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7915 8 表彰関係 昭和58年度静岡県知事表彰について 昭和５８年度 (収)昭58. 6. 1 社会課

7916 1
静岡県行財政対策委員会関係綴
（試験関係）

静岡県試験研究調整委員会の開催について（依
頼）

昭和６１年度 (収)昭61. 5.10 商工企画課

7916 2
静岡県行財政対策委員会関係綴
（試験関係）

新しい試験研究体制の構築方向について 昭和６０年度 (起)昭60.12.10 医務課

7916 3
静岡県行財政対策委員会関係綴
（試験関係）

試験研究体制部門別検討結果報告書 昭和６０年度 (起)昭60. 9.19 医務課

7916 4
静岡県行財政対策委員会関係綴
（試験関係）

試験研究体制検討分科会　衛生部門検討結果報告
書の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.10
(決)昭60. 9.21
(施)昭60. 9.21

医務課

7916 5
静岡県行財政対策委員会関係綴
（試験関係）

試験研究体制検討分科会における「先進機関調査
結果」の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 3
(決)昭60. 8. 3
(施)昭60. 8. 3

医務課

7916 6
静岡県行財政対策委員会関係綴
（試験関係）

衛生環境センターの現状等に関する説明資料の提
出について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.17
(施)昭60. 6.17

医務課

7916 7
静岡県行財政対策委員会関係綴
（試験関係）

試験研究機関における研究活動のあり方に関する
検討結果について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 6. 7
(施)昭60. 6. 7

医務課

7917 1 行財政改革関係綴
「当面の行政改革の具体化方策について」の送付
について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.25
自治省行政局行
政課長

7917 2 行財政改革関係綴 静岡県行財政改革大綱について 昭和６０年度 (起)昭60. 9.24 医務課

7917 3 行財政改革関係綴
県で実施している各種試験等の調査について（依
頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 1
行財政対策委員
会行政部会長

7917 4 行財政改革関係綴 行財政改革に関する検討事項 昭和６０年度
行財政対策委員
会行政・財政合
同部会

7917 5 行財政改革関係綴 行財政改革に関する検討事項調べの提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 9
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.10

医務課

7918 1 救急運営費補助金交付要綱
救急医療施設運営費等補助金交付要綱の制定につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58.11.28
(決)昭58.12.15
(施)昭58.12.15

医務課

7919 1 自治医科大学資料綴 自治医科大学卒業生の後期研修等受入れについて 昭和５７年度 (収)昭58. 1.17 自治医科大学

7919 2 自治医科大学資料綴
自治医科大学卒業生の後期研修及び教員の後継者
確保について

昭和５７年度 (収)昭57.12.27 自治医科大学

7919 3 自治医科大学資料綴 自治医科大学卒業生の勤務等について 昭和５５年度 (収)昭55. 6.19 自治医科大学

7920 1
老人保険事業における保健婦活動
調査綴

老人保健事業における保健婦活動調査（70市町村
分）

昭和６０年度 保健予防課

7921 1 処分犬措置状況報告書 昭和58年度処分犬措置状況報告書 昭和５８年度 食品衛生課

7922 1 蓄犬公開取締り関係綴 畜犬公開取締りの実施について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.28
(決)昭58. 5.31

食品衛生課
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7922 2 蓄犬公開取締り関係綴 畜犬公開取締りに伴う職員の派遣について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.22
(決)昭58. 6.24

食品衛生課

7923 1 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（４月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 2 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（５月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 3 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（６月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 4 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（７月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 5 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（８月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 6 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（９月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 7 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（10月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 8 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（11月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 9 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（12月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 10 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（１月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 11 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（２月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7923 12 狂犬病予防月報綴 昭和58年度狂犬病予防業務実績（３月末現在） 昭和５８年度 食品衛生課

7924 1 狂犬病予防関係綴 処分犬輸送業務委託契約について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.15
(施)昭58. 4.15

食品衛生課

7924 2 狂犬病予防関係綴 昭和58年度犬の鑑札の一部無効について（通知） 昭和５８年度
(起)昭58. 4.15
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.19

食品衛生課

7924 3 狂犬病予防関係綴 昭和58年度処分犬輸送業務について 昭和５８年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 4. 1
(施)昭58. 4. 1

食品衛生課

7924 4 狂犬病予防関係綴
昭和57年度犬鑑札及び昭和57年度第２回注射済票
の精算報告について（供覧）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.20
(決)昭58. 4.25

食品衛生課

7924 5 狂犬病予防関係綴
昭和57年度狂犬病予防及びへい獣処理場等関係業
務の実績報告について（供覧）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.20
(決)昭58. 4.25

食品衛生課

7924 6 狂犬病予防関係綴
昭和58年度第２回注射済票、昭和59年度犬鑑札及
び第１回注射済票の作成について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.30
(決)昭58. 5. 4

食品衛生課

7924 7 狂犬病予防関係綴
昭和58年度犬鑑札及び第１回狂犬病予防注射票の
無効について（通知）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.16
(決)昭58. 5.18
(施)昭58. 5.18

食品衛生課

7924 8 狂犬病予防関係綴 職員の共同研究について（供覧） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.20

食品衛生課
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7924 9 狂犬病予防関係綴 昭和58年度畜犬対策推進報奨金の運用について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.27
(決)昭58. 6. 3
(施)昭58. 6. 3

食品衛生課

7924 10 狂犬病予防関係綴 狂犬病予防技術員指定証の無効について（通知） 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6. 7
(施)昭58. 6. 9

食品衛生課

7924 11 狂犬病予防関係綴 犬対策業務打合せ会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 7
(決)昭58. 5.10
(施)昭58. 5.11

食品衛生課

7924 12 狂犬病予防関係綴
犬の登録・注射訪問指導票の変更について（伺
い）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.23
(決)昭58. 5.26

食品衛生課

7924 13 狂犬病予防関係綴 飼い犬の実態調査表について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.27
(決)昭58. 5.30

食品衛生課

7924 14 狂犬病予防関係綴 犬対策業務打合せ会の資料について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 5.31

食品衛生課

7924 15 狂犬病予防関係綴
昭和58年度犬の鑑札等の一部無効について（通
知）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.17
(決)昭58. 6.17
(施)昭58. 6.17

食品衛生課

7924 16 狂犬病予防関係綴
昭和58年度第２回（秋期）狂犬病予防注射の実施
について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 3
(決)昭58. 8. 4
(施)昭58. 8. 4

食品衛生課

7924 17 狂犬病予防関係綴
昭和58年度第２回狂犬病予防注射済票の配布につ
いて（通知）

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 9
(決)昭58. 8.12
(施)昭58. 8.12

食品衛生課

7924 18 狂犬病予防関係綴
昭和58年度第２回狂犬病予防注射済票の配布につ
いて（依頼）

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 9
(決)昭58. 8.12
(施)昭58. 8.12

食品衛生課

7924 19 狂犬病予防関係綴
昭和58年度第１回狂犬病予防注射済票の精算につ
いて（通知）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.11
(決)昭58. 8.12
(施)昭58. 8.12

食品衛生課

7924 20 狂犬病予防関係綴
昭和58年度犬鑑札及び昭和58年度第１回狂犬病予
防注射済票の無効について（通知）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.22
(決)昭58. 8.23
(施)昭58. 8.23

食品衛生課

7924 21 狂犬病予防関係綴
昭和58年度第２回（秋期）狂犬病予防注射の施行
月日及び区域の告示について

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9. 7

食品衛生課

7924 22 狂犬病予防関係綴 衛生部長と職員の語る会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.13
(決)昭58. 9.16
(施)昭58. 9.16

食品衛生課

7924 23 狂犬病予防関係綴 昭和58年度犬鑑札の追加作成について（伺い） 昭和５８年度
(起)昭58.10. 6
(決)昭58.10.11

食品衛生課

7924 24 狂犬病予防関係綴
昭和58年度第１回狂犬病予防注射済票の精算報告
結果について（供覧）

昭和５８年度
(起)昭58.10.24
(決)昭58.10.27

食品衛生課

7924 25 狂犬病予防関係綴
衛生部長と語る会「食品衛生課・狂犬病予防業務
の部」の発言要旨について（供覧）

昭和５８年度
(起)昭58.10.28
(決)昭58.11. 2

食品衛生課

7924 26 狂犬病予防関係綴
昭和58年度畜犬登録事務費市町村交付金所要見込
額について（照会）

昭和５８年度
(起)昭58.11.24
(決)昭58.11.25
(施)昭58.11.25

食品衛生課

7924 27 狂犬病予防関係綴 狂犬病予防注射済票交付事務について 昭和５８年度
(起)昭58.12. 6
(決)昭58.12. 7
(施)昭58.12. 7

食品衛生課

7924 28 狂犬病予防関係綴
昭和58年度畜犬登録事務費市町村交付金所要見込
額について（供覧）

昭和５８年度
(起)昭58.12.23
(決)昭58.12.27

食品衛生課

7924 29 狂犬病予防関係綴
昭和58年度狂犬病予防技術研修会の開催について
（通知）

昭和５８年度
(起)昭58.12.28
(決)昭59. 1. 5
(施)昭59. 1. 6

食品衛生課
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7924 30 狂犬病予防関係綴
昭和58年度第２回狂犬病予防注射済票の無効につ
いて（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 4
(決)昭59. 1. 5
(施)昭59. 1. 6

食品衛生課

7924 31 狂犬病予防関係綴
昭和59年度第１回（春期）狂犬病予防注射の実施
について

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 6
(決)昭59. 1. 7
(施)昭59. 1. 7

食品衛生課

7924 32 狂犬病予防関係綴
昭和58年度狂犬病予防業務実績報告と犬鑑札及び
第２回注射済票の精算報告について（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 7
(施)昭59. 2. 7

食品衛生課

7924 33 狂犬病予防関係綴
昭和59年度犬鑑札及び第１回狂犬病予防注射済票
の配布について（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 9
(施)昭59. 2.14

食品衛生課

7924 34 狂犬病予防関係綴
昭和59年度犬鑑札及び第１回狂犬病予防注射済票
の配布について（依頼）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 9
(施)昭59. 2.14

食品衛生課

7924 35 狂犬病予防関係綴
昭和58年度狂犬病予防関係業務手数料等歳入調べ
について（照会）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 9
(施)昭59. 2.14

食品衛生課

7924 36 狂犬病予防関係綴
昭和59年度第１回（春期）狂犬病予防注射の施行
月日及び区域の告示について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.29
(決)昭59. 3. 1

食品衛生課

7925 1
簡易水道国庫補助事業実績報告書
（清水市）

昭和58年度簡易水道等施設整備費国庫補助事業実
績の報告について

昭和５９年度 (収)昭59. 4.10 清水市長

7926 1
水道水源開発施設整備費国庫補助
事業実績報告書（大井川広域）　
No.１

昭和58年度水道水源開発等施設整備費（水道広域
化施設整備費）国庫補助事業実績の報告について

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 9
大井川広域水道
企業団

7927 1
水道水源開発施設整備費国庫補助
事業実績報告書（大井川広域）　
No.２

昭和58年度水道水源開発等施設整備費国庫補助事
業実績報告書の提出について

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 9
大井川広域水道
企業団

7928 1
水道水源開発施設整備費国庫補助
事業実績報告書（大井川広域）　
No.３

昭和58年度国庫債務担負担行為に基づく水道水源
開発等施設整備費国庫補助事業実績報告書の提出
について

昭和５９年度 (収)昭60. 2. 9
大井川広域水道
企業団

7929 1
水道水源開発施設整備費国庫補助
事業実績報告書（伊東市）

昭和58年度水道水源開発等施設整備費（水道水源
開発施設整備費）国庫補助事業実績の報告につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 9 伊東市長

7930 1
水道水源開発施設整備費国庫補助
事業実績報告書（遠州広域）　
No.１

昭和58年度水道水源開発等施設整備費（遠州広
域）国庫補助事業実績報告書の提出について（依
頼）

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 9 企業局長

7931 1
水道水源開発施設整備費国庫補助
事業実績報告書（遠州広域）　
No.２

昭和58年度水道水源開発等施設整備費（遠州広
域）国庫補助事業実績報告書の提出について（依
頼）

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 9 企業局長

7932 1 行財政改革、許認可関係綴 地方公共団体における行政改革の推進について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.24 自治省行政局長

7932 2 行財政改革、許認可関係綴
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律（厚
生省関係部分）の施行について

昭和５８年度 (収)昭58.12.16 厚生事務次官

7932 3 行財政改革、許認可関係綴
静岡県事務決裁規程及び静岡県許認可事項処理規
定の一部改正について

昭和５８年度 (収)昭58. 6.13 医務課

7932 4 行財政改革、許認可関係綴 許認可事務に係る調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.11
(決)昭58. 6.13
(施)昭58. 6.13

環境衛生課

7932 5 行財政改革、許認可関係綴 新たに委託可能な事務、事業調査表について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 9
(決)昭58. 9.10
(施)昭58. 9.10

環境衛生課
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7933 1
関東甲信越静ブロック課長会議
（１）

昭和57年度関東甲信越静ブロック環境衛生主管課
長会議の出席者名簿及び提案議題等の提出につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 8.11
(決)昭57. 8.12
(施)昭57. 8.13

環境衛生課

7933 2
関東甲信越静ブロック課長会議
（１）

復命書（関東甲信越静ブロック環境衛生主管課長
会議）

昭和５７年度 (起)昭57.10.21 環境衛生課

7933 3
関東甲信越静ブロック課長会議
（１）

昭和57年度関東甲信越静ブロック環境衛生主管課
長会議の議題について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.24
(決)昭57. 9.27
(施)昭57. 9.27

環境衛生課

7933 4
関東甲信越静ブロック課長会議
（１）

昭和57年度関東甲信越静ブロック環境衛生主管課
長会議の議題等に関する回答について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.27
(決)昭57. 5.31

環境衛生課

7933 5
関東甲信越静ブロック課長会議
（１）

昭和57年度関東甲信越静ブロック環境衛生主管課
長会議の出席者等について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.31
(決)昭57. 3.31

環境衛生課

7934 1
関東甲信越静ブロック課長会議
（２）

昭和58年度第２回関東甲信越静ブロック環境衛生
主管課長会議の議題について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.14

環境衛生課

7934 2
関東甲信越静ブロック課長会議
（２）

復命書（関東甲信越静ブロック環境衛生主管課長
会議）

昭和５８年度 (起)昭58. 6. 3 環境衛生課

7934 3
関東甲信越静ブロック課長会議
（２）

昭和58年度第１回関東甲信越静ブロック環境衛生
主管課長会議の議題等について（回答）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 6
(決)昭58. 5. 6
(施)昭58. 5.18

環境衛生課

7935 1
関東甲信越静ブロック課長会議
（３）

復命書（関東甲信越静ブロック環境衛生主管課長
会議）

昭和５８年度 (起)昭58.10.28 環境衛生課

7935 2
関東甲信越静ブロック課長会議
（３）

昭和58年度第２回関東甲信越静ブロック環境衛生
主管課長会議の議題等について（回答）

昭和５８年度
(起)昭58.10. 6
(決)昭58.10. 7
(施)昭58.10. 7

環境衛生課

7936 1
全国環境衛生関係主管課長会議
（１）

昭和58年２月全国環境衛生関係主管課長会議資料 昭和５７年度
厚生省環境衛生
局

7937 1
全国環境衛生関係主管課長会議
（２）

昭和59年２月全国環境衛生関係主管課長会議資料 昭和５８年度
厚生省環境衛生
局

7938 1 東海北陸課長会議
東海北陸７県１市環境衛生食品衛生営業関係主管
課長会議の提出議題及び出席者について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(決)昭58. 6. 4
(施)昭58. 6. 4

環境衛生課

7938 2 東海北陸課長会議
東海北陸７県１市環境衛生食品衛生営業関係主管
課長会議の議題について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 5
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 5

環境衛生課

7939 1 指導事業交付要綱 第２回全国中小企業経営委員会議の開催について 昭和５８年度 (収)昭59. 1.27 東京通商産業局

7939 2 指導事業交付要綱
昭和58年度中小企業庁所掌補助金等に係る概算払
の支払条件及び方法について

昭和５８年度 (収)昭58. 7.15 東京通商産業局

7940 1
地域農業集団育成事業実施概要報
告

地域農業集団育成事業実施概要報告書の提出につ
いて（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.11
(決)昭59. 7.14
(施)昭59. 7.14

農政課

7941 1 地域農政総合推進事業成果報告
昭和58年度地域農政総合推進事業成果報告書の提
出について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.20
(決)昭59. 6.26
(施)昭59. 6.26

農政課

7942 1 農業構造改善要綱・通達関係綴
第２次農業構造改善事業等の附帯事務費補助金及
び推進費補助金の取扱いについて

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 3
(決)昭56. 7. 9
(施)昭56. 7. 9

農政課

7943 1
新農業構造改善事業要綱・要領・
運用の一部改正

農用地利用増進特別対策事業実施要領等の一部改
正について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.13
(決)昭57. 9.18
(施)昭57. 9.20

農政課

522 ページ



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

7943 2
新農業構造改善事業要綱・要領・
運用の一部改正

農用地利用増進特別対策事業実施要領及び同実施
要領の運用についての一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 6.22
(施)昭57. 6.23

農政課

7943 3
新農業構造改善事業要綱・要領・
運用の一部改正

農村地域における生活環境施設の取扱いについて 昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.21
(施)昭56.11.21

農政課

7943 4
新農業構造改善事業要綱・要領・
運用の一部改正

新農業構造改善事業促進対策要綱、地区再編農業
構造改善事業実施要領及び農村地域農業構造改善
事業実施要領の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.18

農政課

7943 5
新農業構造改善事業要綱・要領・
運用の一部改正

地区再編農業構造改善事業実施要領の運用及び農
村地域農業構造改善事業実施要領の運用の一部改
正について

昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.18

農政課

7943 6
新農業構造改善事業要綱・要領・
運用の一部改正

農用地利用増進特別対策事業実施要領の運用につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 8. 5
(施)昭56. 8. 5

農政課

7943 7
新農業構造改善事業要綱・要領・
運用の一部改正

農用地利用増進特別対策事業実施要領の制定につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 5.26
(決)昭56. 5.30
(施)昭56. 5.30

農政課

7944 1
第２次構造改善事業完了及び経営
報告

第２次農業構造改善事業完了報告について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 2
(決)昭56. 6. 4
(施)昭56. 6. 8

農政課

7944 2
第２次構造改善事業完了及び経営
報告

第２次農業構造改善地区経営管理実績報告につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 5
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

農政課

7944 3
第２次構造改善事業完了及び経営
報告

自然休養村整備事業完了報告について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 4
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

農政課

7944 4
第２次構造改善事業完了及び経営
報告

自然休養村整備事業経営管理実績報告について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 6
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

農政課

7945 1 山村振興担当ＱＣＡ活動綴 山村振興係ＱＣＡ活動 昭和５８年度 農政課

7946 1 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和57年度農薬残留対策調査（環境庁）に係る委
託費の精算報告について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.13
(施)昭58. 4.15

農業技術課

7946 2 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和57年度農薬残留対策調査委託費の交付請求書
の提出について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 3
(決)昭58. 2. 7
(施)昭58. 2. 8

農業技術課

7946 3 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和57年度農薬残留対策調査の委託契約の締結に
ついて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.15
(決)昭57. 4.16
(施)昭57. 4.22

農業技術課

7946 4 昭和57年度環境庁農薬残留調査
農薬残留対策調査技術検討会及び農薬水系環境動
態調査検討会の開催について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.15
(決)昭58. 2.16
(施)昭58. 2.21

農業技術課

7946 5 昭和57年度環境庁農薬残留調査 復命書（農薬残留対策調査成績検討会） 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 2 農業技術課

7946 6 昭和57年度環境庁農薬残留調査 昭和58年度農薬残留対策調査計画について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.22
(決)昭58. 2.24
(施)昭58. 2.24

農業技術課

7946 7 昭和57年度環境庁農薬残留調査 昭和58年度農薬残留対策調査計画について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.28
(決)昭58. 1.31
(施)昭58. 1.31

農業技術課

7946 8 昭和57年度環境庁農薬残留調査
復命書（農薬残留対策調査一部変更についての打
合せ他）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 1 農業技術課

7946 9 昭和57年度環境庁農薬残留調査
復命書（昭和58年度農薬残留対策調査技術検討
会）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.17 農業技術課
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7946 10 昭和57年度環境庁農薬残留調査
農薬残留対策調査技術検討会及び農薬水系環境動
態調査検討会の開催について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(決)昭57. 7.13
(施)昭57. 7.14

農業技術課

7946 11 昭和57年度環境庁農薬残留調査
復命書（昭和57年度農薬残留対策調査技術検討
会）

昭和５６年度 (起)昭57. 3.10 農業技術課

7946 12 昭和57年度環境庁農薬残留調査
農薬残留対策調査技術検討会及び農薬水系環境動
態調査検討会の開催について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.13
(決)昭57. 2.15
(施)昭57. 2.15

農業技術課

7946 13 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和57年度農薬残留対策調査及び農薬水系環境動
態調査試験設計検討会の出席者について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.22
(決)昭57. 2.22
(施)昭57. 2.22

農業技術課

7946 14 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和57年度農薬残留対策調査計画について（報
告）

昭和５６年度
(起)昭56.12.10
(決)昭56.12.11
(施)昭56.12.11

農業技術課

7946 15 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和57年度農薬残留対策調査計画について（照
会）

昭和５６年度
(起)昭56.11.18
(決)昭56.11.19
(施)昭56.11.19

農業技術課

7946 16 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和56年度農薬残留対策調査（環境庁）に係る委
託費の精算報告について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.26
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.31

農業技術課

7946 17 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和56年度農薬残留対策調査委託費の交付請求書
の提出について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.25
(決)昭56. 9.30
(施)昭56.10. 1

農業技術課

7946 18 昭和57年度環境庁農薬残留調査
昭和56年度農薬残留対策調査の委託契約の締結に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 4. 2
(決)昭56. 4. 4
(施)昭56. 4. 6

農業技術課

7947 1 昭和58年度環境庁農薬残留調査 復命書（農薬残留対策調査成績検討会） 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 5 農業技術課

7947 2 昭和58年度環境庁農薬残留調査 昭和58年度農薬残留対策調査結果の報告について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.24
(決)昭59. 4.29
(施)昭59. 4.29

農業技術課

7947 3 昭和58年度環境庁農薬残留調査
昭和58年度農薬残留対策調査（環境庁）に係る委
託費の精算報告について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4.10
(施)昭59. 4.10

農業技術課

7947 4 昭和58年度環境庁農薬残留調査
昭和58年度農薬残留対策調査委託費の交付請求書
の提出について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 6
(決)昭59. 1. 9
(施)昭59. 1. 9

農業技術課

7947 5 昭和58年度環境庁農薬残留調査
昭和58年度農薬残留対策調査の委託契約の締結に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4. 9
(施)昭58. 4.12

農業技術課

7947 6 昭和58年度環境庁農薬残留調査 復命書（農薬残留対策調査技術検討会） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.10 農業技術課

7947 7 昭和58年度環境庁農薬残留調査 昭和59年度農薬残留対策調査計画について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.14
(決)昭59. 2.14
(施)昭59. 2.14

農業技術課

7947 8 昭和58年度環境庁農薬残留調査 昭和59年度農薬残留対策調査計画について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.31
(決)昭59. 2. 1
(施)昭59. 2. 1

農業技術課

7947 9 昭和58年度環境庁農薬残留調査
農薬残留対策調査全国担当者連絡会議の開催につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 2.17
(決)昭59. 2.20
(施)昭59. 2.20

農業技術課

7947 10 昭和58年度環境庁農薬残留調査
復命書（昭和58年度病害虫防除総合対策事業等打
合せ）

昭和５８年度 (起)昭58. 4.28 農業技術課

7947 11 昭和58年度環境庁農薬残留調査 農薬残留対策調査技術検討会出席者名簿について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.14
(決)昭58. 6.15
(施)昭58. 6.15

農業技術課

7947 12 昭和58年度環境庁農薬残留調査 農薬残留対策調査技術検討会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 8
(決)昭58. 6. 8
(施)昭58. 6. 8

農業技術課
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7947 13 昭和58年度環境庁農薬残留調査 復命書（農薬残留対策調査成績検討会） 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 7 農業技術課

7947 14 昭和58年度環境庁農薬残留調査 昭和57年度農薬残留対策調査結果の報告について 昭和５７年度 (施)昭58. 3.31 農業技術課

7948 1 昭和56年度農水省農薬残留調査
昭和56年度農薬安全対策事業実施状況の報告につ
いて（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.11. 8
(決)昭57.11. 9
(施)昭57.11. 9

農業技術課

7948 2 昭和56年度農水省農薬残留調査 農薬残留特殊調査事業成績検討会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.10.25
(決)昭57.10.26
(施)昭57.10.27

農業技術課

7948 3 昭和56年度農水省農薬残留調査
復命書（トマトに対するスミレックス等薬害発生
確認試験について）

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 2 農業技術課

7948 4 昭和56年度農水省農薬残留調査 農薬残留特殊調査事業成績検討会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.17
(決)昭57. 2.17
(施)昭57. 2.17

農業技術課

7948 5 昭和56年度農水省農薬残留調査 復命書（植物防疫事業打合せ） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.16 農業技術課

7948 6 昭和56年度農水省農薬残留調査 昭和56年度農薬安全対策事業の協議について 昭和５６年度
(起)昭56. 7. 6
(決)昭56. 7. 7
(施)昭56. 7. 8

農業技術課

7948 7 昭和56年度農水省農薬残留調査 昭和56年度植物防疫事業打合せ会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.24
(決)昭56. 6.25
(施)昭56. 6.26

農業技術課

7949 1 昭和57年度農水省農薬残留調査 昭和57年度農薬残留対策調査事業の実施について 昭和５７年度
(起)昭57.10.14
(決)昭57.10.19
(施)昭57.10.19

農業技術課

7949 2 昭和57年度農水省農薬残留調査
昭和57年度地域振興作物農薬残留実態調査の実施
について

昭和５７年度
(起)昭57.10.13
(決)昭57.10.15
(施)昭57.10.15

農業技術課

7949 3 昭和57年度農水省農薬残留調査
昭和57年度農薬安全対策関係事業打合せ会の日程
変更について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(決)昭57. 7.13
(施)昭57. 7.14

農業技術課

7949 4 昭和57年度農水省農薬残留調査
昭和57年度農薬安全対策関係事業打合せ会の開催
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 2
(決)昭57. 7. 5
(施)昭57. 7. 7

農業技術課

7949 5 昭和57年度農水省農薬残留調査 農薬残留調査事業検討会資料の送付について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 7. 1
(施)昭57. 7. 1

農業技術課

7949 6 昭和57年度農水省農薬残留調査 農薬残留調査事業検討会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.26
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

農業技術課

7949 7 昭和57年度農水省農薬残留調査
復命書（昭和57年度中遠地区農薬展示ほ設置計画
打合せ他）

昭和５７年度 (起)昭57. 5.27 農業技術課

7950 1 昭和58年度農水省農薬残留調査 復命書（農薬残留調査に関する打合せ） 昭和５８年度 (起)昭58.11.15 農業技術課

7950 2 昭和58年度農水省農薬残留調査
昭和59年度農薬残留調査事業の希望について（回
答）

昭和５８年度
(起)昭58.11.29
(決)昭58.11.29
(施)昭58.11.30

農業技術課

7950 3 昭和58年度農水省農薬残留調査
農薬残留調査事業成績検討会における質問に対す
る回答について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.20
(決)昭58. 9.20
(施)昭58. 9.20

農業技術課

7950 4 昭和58年度農水省農薬残留調査 復命書（農薬残留調査事業成績検討会） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.21 農業技術課

7950 5 昭和58年度農水省農薬残留調査
農薬残留調査事業及び農薬安全使用技術向上対策
事業の成績検討会の開催について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.12
(決)昭58. 7.13
(施)昭58. 7.13

農業技術課
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7950 6 昭和58年度農水省農薬残留調査
農薬残留調査事業等の成績検討会の資料の送付に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 6.27
(決)昭58. 6.28
(施)昭58. 6.28

農業技術課

7951 1 農薬安全使用技術向上対策事業
農薬安全使用技術向上対策事業検討会の開催につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.18
(施)昭58. 6.18

農業技術課

7951 2 農薬安全使用技術向上対策事業 復命書（農薬安全使用技術向上対策事業打合せ） 昭和５８年度 (起)昭58. 6.15 農業技術課

7951 3 農薬安全使用技術向上対策事業 復命書（農薬安全使用技術向上対策事業検討会） 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 7 農業技術課

7951 4 農薬安全使用技術向上対策事業
復命書（農薬安全使用技術向上対策事業における
農薬散布後の気中温度調査及びその他事業打合
せ）

昭和５７年度 (起)昭58. 2. 4 農業技術課

7951 5 農薬安全使用技術向上対策事業
昭和57年度農薬安全使用技術向上対策事業に係る
農薬安全指導員の選定について

昭和５７年度
(起)昭57.12.27
(決)昭57.12.28
(施)昭58. 1. 5

農業技術課

7951 6 農薬安全使用技術向上対策事業
復命書（農薬安全使用技術向上対策事業に係る農
薬散布後の環境調査の実施）

昭和５７年度 (起)昭57.12.21 農業技術課

7951 7 農薬安全使用技術向上対策事業
農薬安全使用技術向上対策事業に係る実証展示区
設置打合せ会の開催について

昭和５７年度
(起)昭57.11.17
(決)昭57.11.18
(施)昭57.11.18

農業技術課

7951 8 農薬安全使用技術向上対策事業
農薬安全使用技術向上対策事業における農薬使用
記録簿の印刷について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 1
(決)昭57.10. 5
(施)昭57.10.12

農業技術課

7951 9 農薬安全使用技術向上対策事業 農薬安全使用技術向上対策事業の実施について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.18
(決)昭57. 9.21
(施)昭57. 9.25

農業技術課

7951 10 農薬安全使用技術向上対策事業
復命書（農薬安全使用技術向上対策事業の実施に
ついて検討会）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.28 農業技術課

7951 11 農薬安全使用技術向上対策事業 農薬安全使用技術向上対策事業要望について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.14
(決)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.17

農業技術課

7951 12 農薬安全使用技術向上対策事業
農薬安全使用技術向上対策事業打ち合わせ会の開
催について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.31
(決)昭57. 8.31
(施)昭57. 9. 1

農業技術課

7952 1 農薬安全使用技術向上対策事業
農薬残留調査事業等の成績検討会の資料送付につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 6.29
(決)昭59. 6.29
(施)昭59. 6.29

農業技術課

7952 2 農薬安全使用技術向上対策事業 復命書（農薬安全使用技術向上対策事業検討会） 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 2 農業技術課

7952 3 農薬安全使用技術向上対策事業
昭和58年度農薬安全使用技術向上対策事業のうち
常温煙霧法による調査の実施について

昭和５８年度 (起)昭58. 7. 4 農業技術課

7952 4 農薬安全使用技術向上対策事業 農薬安全使用技術向上対策事業の実施について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.20
(決)昭58. 6.22
(施)昭58. 6.23

農業技術課

7953 1
土地改良事業団体連合会機械部見
直し関係資料

土地改良事業団体連合会機械部への委託施行見込
み事業量調査について

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

農業技術課

7953 2
土地改良事業団体連合会機械部見
直し関係資料

県土地改良事業団体連合会機械部の見直し検討に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.12. 5
(決)昭56.12. 7
(施)昭56.12. 7

農業技術課

7954 1
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（１月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭58. 3. 8
静岡県土地改良
事業団体連合会
長
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7954 2
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

第26回通常総会、土地改良功労者表彰式開催につ
いて

昭和５７年度 (収)昭58. 2. 3
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 3
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

理事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭58. 2.21
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 4
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（12月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭58. 1.28
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 5
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

理事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭58. 1.24
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 6
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（11月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57.12.27
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 7
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

理事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 6
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 8
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（10月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 3
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 9
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（９月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57.10.25
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 10
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（７．８月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57.10. 4
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 11
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（６月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.12
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 12
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

理事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭57. 7. 2
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 13
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（５月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57. 6.30
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 14
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

復命書（静岡県土改連第25回通常総会） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.21 農業技術課

7954 15
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（４月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57. 5.28
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 16
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

理事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭57. 5.13
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 17
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

機械業務運営委員会開催について 昭和５７年度 (収)昭57. 4.28
静岡県土地改良
事業団体連合会
長
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7954 18
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（３月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57. 4.28
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 19
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

月例報告（２月分）送付について 昭和５７年度 (収)昭57. 4.28
静岡県土地改良
事業団体連合会
長

7954 20
静岡県土地改良事業団体連合会関
係綴

機械業務運営委員会委員等の委嘱承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.23
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

農業技術課

7955 1 稲作大規模経営農家関係綴
稲作大規模経営農家方向調査結果（昭和57年６
月）

昭和５７年度 農業技術課

7956 1 国通達制定文書（その１） 農業改良普及推進事業の実施について 昭和５８年度 (収)昭58. 9. 2 関東農政局長

7956 2 国通達制定文書（その１）
農業改良普及対策費補助金交付要綱の制定につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 8.11 関東農政局長

7956 3 国通達制定文書（その１） 農業改良普及推進事業実施要領の制定について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.25 関東農政局長

7956 4 国通達制定文書（その１）
農業改良助長法の一部を改正する法律等の施行に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58. 7.29
農林水産事務次
官

7956 5 国通達制定文書（その１）
「協同農業普及事業の実施について」の制定につ
いて

昭和５８年度 (収)昭58. 7. 8
農林水産省農蚕
園芸局長

7956 6 国通達制定文書（その１）
農業改良助長法の規定により提出すべき書類の様
式等について

昭和５８年度 (収)昭58. 7. 8
農林水産事務次
官

7957 1 国通達制定文書（その２）
総合的補助奨励事業等に関する普及指導活動につ
いて

昭和５８年度 (収)昭59. 2.25 関東農政局長

7957 2 国通達制定文書（その２）
協同農業普及事業基本要綱並びに基本要綱の運用
についての関係出先機関への送付について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 1
(施)昭59. 2. 3

農業技術課

7957 3 国通達制定文書（その２）
協同農業普及事業実施要領等普及事業関係実施要
領の制定について

昭和５８年度 (起)昭58. 9. 7 農業技術課

7957 4 国通達制定文書（その２） 農業改良普及事業の強化について（陳情） 昭和５３年度 (収)昭53. 5.25 金谷町長他

7957 5 国通達制定文書（その２） 協同農業普及事業の運営の適正化について 昭和５０年度 (収)昭51. 2. 2 農林事務次官

7958 1 国通達制定文書（その３）
農業改良普及推進事業実施要領の一部改正につい
て（通知）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.20
(決)昭59. 7.27
(施)昭59. 7.31

農業技術課

7958 2 国通達制定文書（その３）
協同農業普及事業基本要綱及びその運用について
の双方の一部改正についての通知について

昭和５９年度 (起)昭59.10.29 農業技術課

7958 3 国通達制定文書（その３）
「農業改良普及推進事業の実施について」の一部
改正について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.21
(施)昭59. 9.28

農業技術課

7958 4 国通達制定文書（その３）
農業改良普及対策費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59. 7.23 関東農政局長

7958 5 国通達制定文書（その３）
専門技術員資格試験等に関する省令の一部改正に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.20
(決)昭59. 7.27
(施)昭59. 7.31

農業技術課
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7958 6 国通達制定文書（その３）
「水田利用再編に関する普及活動について」の一
部改正について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.11
(決)昭59. 6.13
(施)昭59. 6.14

農業技術課

7959 1 普及事業通達集
県普及情報システムの整備推進要領の制定につい
て

昭和５８年度 (起)昭59. 3.27 農業技術課

7959 2 普及事業通達集
総合補助奨励事業等に関する普及指導活動につい
て

昭和５８年度 (起)昭59. 2.27 農業技術課

7960 1 農業改良普及推進事業実施要領 農業改良普及推進事業実施要領 昭和６０年度 農林水産省

7960 2 農業改良普及推進事業実施要領 農業改良普及推薦事業の実施について 昭和６０年度 農林水産省

7960 3 農業改良普及推進事業実施要領 農業改良普及対策費補助金交付要綱 昭和６０年度 農林水産省

7961 1 農用地高度利用促進事業
農地流動化奨励金交付基準第２の５の規定に基づ
く面的集積要件特認申請について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 2
(施)昭58.12. 2

農政課

7961 2 農用地高度利用促進事業
農地流動化奨励金交付基準第２の５の規定に基づ
く面的集積要件特認申請について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58.11.16
(決)昭58.11.21
(施)昭58.11.21

農政課

7961 3 農用地高度利用促進事業
農用地高度利用促進事業における面的集積の基準
について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58.11.17
(決)昭58.11.21
(施)昭58.11.21

農政課

7962 1
農地移動適正化あっせん事業実施
要領（あっせん基準の変更）

農地移動適正化あっせん事業実施要領の変更認定
について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.19
(決)昭59. 7.20
(施)昭59. 7.20

農政課

7963 1
農地流動化奨励金交付事業中核的
担い手等の選定基準

農地流動化奨励金対象（中核的担い手農家基準） 昭和５８年度 農政課

7964 1
農地法第５条の規定による許可申
請書（小笠郡大東町）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.12
(決)昭58. 7.13
(施)昭58. 7.13

農地森林部総務
課

7964 2
農地法第５条の規定による許可申
請書（小笠郡大東町）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3.11
(施)昭58. 3.15

農地森林部総務
課

7965 1
農地法第５条の規定による許可関
係書（豊年製油：清水シーリング
鋼材）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.30
(決)昭58. 8.30
(施)昭58. 8.30

農地森林部総務
課

7965 2
農地法第５条の規定による許可関
係書（豊年製油：清水シーリング
鋼材）

農地法第５条第１項に基づく許可申請について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 3
(決)昭58. 8. 4
(施)昭58. 8. 5

農地森林部総務
課

7965 3
農地法第５条の規定による許可関
係書（豊年製油：清水シーリング
鋼材）

農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更
の承認について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 6.30
(施)昭58. 6.30

農地森林部総務
課

7965 4
農地法第５条の規定による許可関
係書（豊年製油：清水シーリング
鋼材）

農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更
申請書の進達について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 7
(決)昭58. 6. 9
(施)昭58. 6. 9

農地森林部総務
課

7966 1
農地法第６条の規定による許可申
請書（日産自動車）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和５８年度
(起)昭58.12.15
(決)昭58.12.15
(施)昭58.12.15

農地森林部総務
課

7966 2
農地法第６条の規定による許可申
請書（日産自動車）

農地法第５条第１項の規定による許可申請に伴う
知事の意見書の差し替えについて

昭和５８年度
(起)昭58. 5.11
(決)昭58. 5.11
(施)昭58. 5.11

農地森林部総務
課
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7966 3
農地法第６条の規定による許可申
請書（日産自動車）

農地法第５条第１項の規定による許可申請につい
て（進達）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.28
(決)昭58. 5. 4
(施)昭58. 5. 4

農地森林部総務
課

7966 4
農地法第６条の規定による許可申
請書（日産自動車）

大仁町営土地改良事業長者原地区（ほ場整備）に
ついて（照会）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 8
(決)昭58. 3.14
(施)昭58. 3.14

農地森林部総務
課

7967 1
日産自動車（株）事前審査申出書
（大仁町地内）

農地転用事前審査申出について 昭和５３年度 (収)昭54. 3.12 関東農政局

7967 2
日産自動車（株）事前審査申出書
（大仁町地内）

農地転用事前審査の申出に係る意見書の補足と訂
正について

昭和５３年度
(起)昭54. 2. 2
(決)昭54. 2. 5
(施)昭54. 2. 5

農地森林部総務
課

7967 3
日産自動車（株）事前審査申出書
（大仁町地内）

復命書（農地転用現地調査） 昭和５３年度 (収)昭54. 1. 9
農地森林部総務
課

7967 4
日産自動車（株）事前審査申出書
（大仁町地内）

復命書（関東農政局農政部農地課） 昭和５３年度 (収)昭53.10.24
農地森林部総務
課

7967 5
日産自動車（株）事前審査申出書
（大仁町地内）

農地転用事前審査の申出に係る意見書の提出につ
いて

昭和５３年度
(起)昭53. 6.28
(決)昭53. 6.29
(施)昭53. 6.29

農地森林部総務
課

7968 1
各農林事務所別地域農林業振興事
業実施計画

伊豆地域農林業振興事業実施計画書（昭和59～61
年度）

昭和５９年度 伊豆農林事務所

7968 2
各農林事務所別地域農林業振興事
業実施計画

東部地域農林業振興計画別表 昭和５９年度 東部農林事務所

7968 3
各農林事務所別地域農林業振興事
業実施計画

富士地域農林業振興計画 昭和５９年度

7968 4
各農林事務所別地域農林業振興事
業実施計画

中部地域農林業振興計画 昭和５９年度 中部農林事務所

7968 5
各農林事務所別地域農林業振興事
業実施計画

志太榛原地域農林業振興計画実施プログラム 昭和５９年度
志太榛原農林事
務所

7968 6
各農林事務所別地域農林業振興事
業実施計画

中遠地域農林業振興計画 昭和５９年度 中遠農林事務所

7968 7
各農林事務所別地域農林業振興事
業実施計画

北遠地域農林業振興計画 昭和５９年度 北遠農林事務所

7969 1 水利用実態調査１・２級河川水系 減水深データの収集について（回答） 昭和５６年度 (収)昭57. 3.27
磐田土地改良事
務所長

7969 2 水利用実態調査１・２級河川水系 減水深データの収集について（報告） 昭和５６年度 (収)昭57. 3.23
清水土地改良事
務所長

7970 1
基準点測量成果・御殿場・沼津・
修善寺

基準点測量成果の写しの送付について 昭和５７年度 (収)昭57. 9. 9 内閣総理大臣

7971 1
昭和56年度農村総合整備計画概要
書

昭和56年度農村総合整備計画概要書 昭和５６年度
国土庁地方振興
局農村整備課

7972 1
昭和57年度農村総合整備計画概要
書

昭和57年度農村総合整備計画概要書 昭和５７年度
国土庁地方振興
局農村整備課

7973 1
昭和58年度農村総合整備計画概要
書

昭和58年度農村総合整備計画概要書 昭和５８年度
国土庁地方振興
局農村整備課

7974 1
農村総合整備モデル事業実施計画
地区概要書

昭和58年度農村総合整備モデル事業実施計画地区
概要書

昭和５８年度
農村開発企画委
員会
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7975 1 農村総合整備業務統計調査 昭和58年度農村総合整備業務統計調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.19

農地計画課

7975 2 農村総合整備業務統計調査
昭和58年度農村総合整備業務統計調査調査票の提
出について

昭和５８年度
(起)昭58.10. 4
(決)昭58.10. 5
(施)昭58.10. 5

農地計画課

7976 1
関東農政局管内補助土地改良事業
調査計画担当者会議資料

復命書（昭和58年度関東農政局管内補助土地改良
事業調査計画担当者会議）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.23 農地計画課

7977 1 企画、調査、計画担当者会議資料 計画係担当者会議の開催について 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 5 農地企画課

7977 2 企画、調査、計画担当者会議資料
復命書（昭和58年度第２回企画調査計画担当者会
議）

昭和５８年度 (起)昭58. 6.30 農地企画課

7977 3 企画、調査、計画担当者会議資料
昭和58年度第２回企画調査計画担当者会議につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 6.11
(決)昭58. 6.15
(施)昭58. 6.16

農地企画課

7977 4 企画、調査、計画担当者会議資料
昭和58年度第１回企画調査計画担当者会議の開催
について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 9
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.11

農地企画課

7977 5 企画、調査、計画担当者会議資料
土地改良事業（主に企画調査、計画に関するも
の）についての討論会の意見要旨について（送
付）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.27 農地企画課

7977 6 企画、調査、計画担当者会議資料 企画調査、計画関係担当者会議について 昭和５７年度
(起)昭57.12.25
(決)昭57.12.25
(施)昭57.12.25

農地企画課

7977 7 企画、調査、計画担当者会議資料
昭和57年度第２回企画調査、計画担当者会議の開
催について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 5
(決)昭57. 8. 6
(施)昭57. 8. 6

農地企画課

7977 8 企画、調査、計画担当者会議資料
復命書（昭和57年度第１回企画調査、計画関係担
当者会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.28 農地企画課

7978 1 特殊土じょう対策促進協議会 第７次特殊土じょう宇策事業計画の設定について 昭和５７年度
(起)昭57.12. 2
(決)昭57.12. 6
(施)昭57.12. 6

農地企画課

7978 2 特殊土じょう対策促進協議会
第７次特殊土じょう地帯対策事業計画の設定につ
いて

昭和５７年度 (収)昭57.11.30 内閣総理大臣

7978 3 特殊土じょう対策促進協議会 説明会開催 昭和５７年度 (収)昭57.10.26
特殊土じょう対
策促進協議会

7978 4 特殊土じょう対策促進協議会 復命書（特殊土壌地帯対策担当者会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 6. 7 農地企画課

7978 5 特殊土じょう対策促進協議会 第37回会員総会開催について 昭和５７年度 (収)昭57. 6.10
特殊土じょう対
策促進協議会

7978 6 特殊土じょう対策促進協議会
第７次特殊土じよう地帯対策事業計画の県要望事
業調査及び担当者会議の開催について

昭和５７年度 (収)昭57. 5.25
国土庁地方振興
局長

7979 1
土地利用案件小笠山砂利採取（大
東町）東豊興業

土地利用対策委員会の幹事会及び現地調査につい
て

昭和５６年度 (起)昭56. 4.27 農地企画課

7980 1 58定款変更 定款変更について（芳川土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.27

農地企画課

7980 2 58定款変更 定款変更認可について（神沢原土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58.10.20
(決)昭58.10.24
(施)昭58.10.24

農地企画課

531 ページ



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

7980 3 58定款変更 定款変更認可について（和田島土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58.10.14
(決)昭58.10.17
(施)昭58.10.17

農地企画課

7980 4 58定款変更 定款変更認可について（駒越第二土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 8.23
(決)昭58. 8.23
(施)昭58. 8.23

農地企画課

7980 5 58定款変更 定款変更認可について（静清庵土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 7.21
(決)昭58. 7.21
(施)昭58. 7.21

農地企画課

7980 6 58定款変更 定款変更認可について（五島土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.17
(施)昭58. 6.17

農地企画課

7980 7 58定款変更
定款変更認可について（浜松市東南部土地改良
区）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.17
(施)昭58. 6.17

農地企画課

7980 8 58定款変更
定款変更認可について（大須賀町西部土地改良
区）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.28
(決)昭58. 5.30
(施)昭58. 5.30

農地企画課

7980 9 58定款変更 定款変更認可について（湯日土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.18
(施)昭58. 5.19

農地企画課

7980 10 58定款変更 定款変更認可について（浮島土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.17
(決)昭58. 5.17
(施)昭58. 5.18

農地企画課

7980 11 58定款変更 定款変更認可について（六郷中央土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.16
(決)昭58. 5.17
(施)昭58. 5.17

農地企画課

7980 12 58定款変更 定款変更認可について（篠ヶ谷土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.16

農地企画課

7980 13 58定款変更 定款変更認可について（下比木土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.11
(施)昭58. 5.11

農地企画課

7980 14 58定款変更 定款変更認可について（笠井土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.11
(施)昭58. 5.11

農地企画課

7980 15 58定款変更 定款変更認可について（西貝土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.11
(施)昭58. 5.11

農地企画課

7980 16 58定款変更 定款変更認可について（榛原土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 4.21
(決)昭58. 4.22
(施)昭58. 4.22

農地企画課

7980 17 58定款変更 定款変更認可について（宇刈土地改良区） 昭和５８年度
(起)昭58. 4.11
(決)昭58. 4.11
(施)昭58. 4.12

農地企画課

7981 1 58要綱要領等の変更（制定）
農業用道路の新設・改築に係る都道府県公安委員
会との協議・調整について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 4
(決)昭59. 2.13
(施)昭59. 2.13

農地企画課

7981 2 58要綱要領等の変更（制定）
酪農振興法の一部改正に伴う関係通達の一部改正
について

昭和５８年度 (収)昭59. 2. 4 畜産課

7981 3 58要綱要領等の変更（制定）
緑農住区開発関連土地基盤整備事業実施要綱等の
一部改正について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.21
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

農地企画課

7981 4 58要綱要領等の変更（制定）
交換分合附帯農道事業実施要綱の一部改正につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 1.23
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

農地企画課

7981 5 58要綱要領等の変更（制定）
農村総合整備計画作成市町村の国土庁現地視察に
いて

昭和５８年度 (起)昭59. 2. 1 農地企画課

7981 6 58要綱要領等の変更（制定）
りんごの植栽指導及び植栽指導通達の運用につい
て

昭和５８年度 (収)昭58.12.26 みかん園芸課
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7981 7 58要綱要領等の変更（制定） 集落農業構造改善事業実施要領の運用について 昭和５８年度 (収)昭58.11. 5 農政課

7981 8 58要綱要領等の変更（制定）
地区再編農業構造改善事業実施要領、農村地域農
業構造改善事業関連の実施要領の制定について

昭和５８年度 (収)昭58.10. 4 農政課

7981 9 58要綱要領等の変更（制定） 集落農業構造改善事業実施要領について 昭和５８年度 (収)昭58. 9.10 農政課

7981 10 58要綱要領等の変更（制定）
土地改良事業の実施に伴う水利使用に関する河川
管理者との予備協議等の促進及び「水利使用計画
案」の作成について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(決)昭58. 6. 3
(施)昭58. 6. 3

農地企画課

7982 1 積算関係
昭和58年度施行単価早見表 （農地）の一部改正
について

昭和５８年度 (収)昭58.12. 5 検査室長

7982 2 積算関係
昭和58年度実施設計単価表（農地）の一部改正に
ついて（通知）

昭和５８年度 (収)昭58.12. 5 農地森林部長

7982 3 積算関係 工事費の積算基準の公表について（うかがい） 昭和５８年度 農地企画課

7982 4 積算関係 復命書（積算基準公表にかかる方針について） 昭和５８年度 (起)昭58.10.13 農地企画課

7982 5 積算関係 会検情報について 昭和５８年度 (収)昭58.10. 3 検査室長

7982 6 積算関係
土地改良事業等請負工事標準機械経費算定基準の
運用の一部改正について

昭和５８年度 (収)昭58. 9.26 農地森林部長

7982 7 積算関係
小水力発電所の設計作業に関する参考歩掛につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 9.13 検査室長

7982 8 積算関係
昭和58年度施工単価早見表（農地）の一部改正に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58. 8.24 検査室長

7982 9 積算関係
社団法人静岡県土地改良事業団体連合会に業務を
委託する場合の実施設計書の作成について

昭和５８年度 (収)昭58. 8.30 農地森林部長

7982 10 積算関係
昭和58年度施工単価早見表（農地）の一部改正に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58. 9. 1 検査室長

7982 11 積算関係
昭和58年度コンクリート積ブロック等の検収につ
いて

昭和５８年度 (収)昭58. 7.26 検査室長

7982 12 積算関係 静岡県建設工事事務決裁規程の一部改正について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.11 農地森林部長

7982 13 積算関係
昭和58年度（農地）積算関係の質疑応答集の送付
について

昭和５８年度 (収)昭58. 6.27 検査室長

7982 14 積算関係 県営工事検査担当地区の変更について 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 1 検査室長

7982 15 積算関係 会検情報（57年度受験要旨）について 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 1 検査室長

7982 16 積算関係 農林土木工事の工事成績採点基準改正について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 1 農地森林部長
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7982 17 積算関係
昭和58年度設計標準及び施工単価条件表（農地）
の一部改正について

昭和５８年度 (収)昭58. 5.30 検査室長

7982 18 積算関係
建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領の一
部改正について

昭和５８年度 (収)昭58. 5.16 農地森林部長

7982 19 積算関係 昭和58年度公共事業の執行について 昭和５８年度 (収)昭58. 5. 9 農地森林部長

7982 20 積算関係 復命書（工事費の積算基準の公表について） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.12 農地企画課

7982 21 積算関係 工事用材料の検査について 昭和５８年度 (収)昭58. 5. 2 検査室長

7982 22 積算関係 静岡県建設工事執行規則の一部改正について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.28 農地森林部長

7982 23 積算関係
昭和58年度施行単価条件表（農地）の一部改正に
ついて（通知）

昭和５８年度 (収)昭58. 4.25 検査室長

7982 24 積算関係 揚水機施設工事費見積様式について 昭和５８年度 (収)昭58. 5. 4 農地森林部長

7982 25 積算関係 建設工事竣功検査の区分金額の改正について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 7 農地森林部長

7982 26 積算関係 昭和57年度監察報告について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 1 農地森林部長

7982 27 積算関係
「設計標準、単価表等積算資料の取扱い指針」に
基づく資料取扱責任者について

昭和５８年度 (収)昭58. 4.13 検査室長

7982 28 積算関係 昭和58年度監察目標について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.13 農地森林部長

7982 29 積算関係 昭和58年度農林積算システムの運用について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 7 検査室長

7982 30 積算関係
農地森林部工事請負契約等事務処理要領の一部改
正について

昭和５７年度 (収)昭58. 3.29 農地森林部長

7982 31 積算関係 工事請負契約事務の取扱いについて 昭和５７年度 (収)昭58. 3.29 農地森林部長

7983 1 積算資料
昭和58年度実施設計単価表 （農地）の一部改正
について

昭和５８年度 (収)昭58.10.27 検査室長

7983 2 積算資料
昭和58年度設計標準（農地）第６編「参考資料」
について

昭和５８年度 (収)昭58. 9. 7 農地森林部長

7983 3 積算資料 昭和58年度施工単価早見表（農地）について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.25 農地森林部長

7983 4 積算資料 昭和58年度施工単価条件表（農地）について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.15 農地森林部長

7984 1
昭和57年度農用地開発事業執務参
考資料

昭和57年度農用地開発事業執務参考資料 昭和５７年度
関東農政局事業
計画課

7985 1
昭和58年度農用地開発事業執務参
考資料（Ⅰ）

昭和58年度農用地開発事業執務参考資料（Ⅰ） 昭和５８年度
関東農政局事業
計画課
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7986 1
昭和58年度農用地開発事業執務参
考資料（Ⅱ）

昭和58年度農用地開発事業執務参考資料（Ⅱ） 昭和５８年度
関東農政局事業
計画課

7987 1 農用地開発調査計画検討会 復命書（農用地開発調査計画検討会出席） 昭和５８年度 (起)昭58. 6.17 農地企画課

7988 1 農用地開発事業調査計画の手引 農地開発事業調査計画の手引 昭和５８年度
構造改善局計画
部事業計画課

7989 1 むらづくりカード むらづくりカードの提出について 昭和５９年度
(起)昭59.10.30
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.30

農地企画課

7990 1
農業基盤整備事業に関する行政監
察結果

農業基盤整備事業に関する行政監察への対応につ
いて

昭和５７年度 農地企画課

7990 2
農業基盤整備事業に関する行政監
察結果

農業基盤整備事業に関する行政監察結果報告書 昭和５７年度
行政管理庁行政
監察局

7991 1 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会への提出案件について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.19 土地対策課

7991 2 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 7 土地対策課

7991 3 土地利用事業案件綴（１）
土地利用対策委員会の幹事会及び現地調査につい
て

昭和５７年度 (収)昭57.11.13 土地対策課

7991 4 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会への提出案件について 昭和５８年度 (収)昭58.10.20 土地対策課

7991 5 土地利用事業案件綴（１）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和５８年度 (収)昭58.10. 5 土地対策課

7991 6 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 6 土地対策課

7991 7 土地利用事業案件綴（１）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 9. 6 土地対策課

7991 8 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会及び現地査察について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.27 土地対策課

7991 9 土地利用事業案件綴（１）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 8.16 土地対策課

7991 10 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会及び現地査察について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.25 土地対策課

7991 11 土地利用事業案件綴（１） 土地利用事業の事前協議の結果について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.31
(決)昭58. 9. 1
(施)昭58. 9. 1

農業企画課

7991 12 土地利用事業案件綴（１）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 8.11 土地対策課

7991 13 土地利用事業案件綴（１） 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.27 土地対策課

7991 14 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.26 土地対策課

7991 15 土地利用事業案件綴（１） 土地利用事業に係る調査（現地査察）について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.12 土地対策課
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7991 16 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 6 土地対策課

7991 17 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.11 土地対策課

7991 18 土地利用事業案件綴（１） 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.26
(決)昭58. 7.28
(施)昭58. 7.30

農業企画課

7991 19 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 6.13 土地対策課

7991 20 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.25 土地対策課

7991 21 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.19 土地対策課

7991 22 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.19 土地対策課

7991 23 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 5. 2 土地対策課

7991 24 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の意見書提出について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.22 土地対策課

7991 25 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の現地調査について 昭和５７年度 (収)昭58. 2.15 土地対策課

7991 26 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 1 土地対策課

7991 27 土地利用事業案件綴（１） 土地利用事業の実施計画承認について 昭和５７年度 (収)昭58. 3. 9 土地対策課

7991 28 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５７年度 (収)昭58. 3. 1 土地対策課

7991 29 土地利用事業案件綴（１）
土地利用対策委員会の幹事会及び現地調査につい
て

昭和５７年度 (収)昭57.11.17 土地対策課

7991 30 土地利用事業案件綴（１） 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.21 土地対策課

7991 31 土地利用事業案件綴（１） 土地利用対策委員会幹事会の意見提出について 昭和５７年度 (収)昭58. 3.23 土地対策課

7991 32 土地利用事業案件綴（１）
土地利用対策委員会の幹事会及び現地調査につい
て

昭和５７年度 (収)昭57.12. 9 土地対策課

7992 1 土地利用事業案件綴（２）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て（磐田さぎさか工業団地）

昭和５８年度 (収)昭59. 1.12 土地対策課

7992 2 土地利用事業案件綴（２）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て（焼津市田尻工業団地）

昭和５８年度 (収)昭59. 1.13 土地対策課

7992 3 土地利用事業案件綴（２）
土地利用事業の取下げについて（プライムタウン
伊豆土地分譲）

昭和５８年度 (収)昭58.11.17 土地対策課

7992 4 土地利用事業案件綴（２） 土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58.11.24 土地対策課
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7992 5 土地利用事業案件綴（２） 大幡工業団地造成事業の協議結果について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.19
(決)昭59. 1.20
(施)昭59. 1.23

農地企画課

7992 6 土地利用事業案件綴（２） 土地利用対策委員会幹事会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58.12. 2 土地対策課

7992 7 土地利用事業案件綴（２）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て（国際リゾートサービスレークサイドプラザ）

昭和５８年度 (収)昭58.11.24 土地対策課

7992 8 土地利用事業案件綴（２）
土地利用対策委員会幹事会の開催について（二葉
建設・土石採取事業）

昭和５８年度 (収)昭58.11.17 土地対策課

7992 9 土地利用事業案件綴（２）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て（二葉建設・土石採取事業）

昭和５８年度 (収)昭58. 8.18 土地対策課

7992 10 土地利用事業案件綴（２）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て（伊豆六石・伊豆石材の土石採取事業）

昭和５８年度 (収)昭58.11.12 土地対策課

7992 11 土地利用事業案件綴（２）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て（世界救世教大仁農園造成工事）

昭和５８年度 (収)昭58.11. 9 土地対策課

7992 12 土地利用事業案件綴（２）
県議会における知事答弁農地今後の措置を必要と
するものの調

昭和５８年度 (起)昭58.11.28 農地企画課

7993 1 土地利用事業案件綴（３）
土地利用事業の実施計画の承認について（インノ
冨士ゴルフ場造成工事）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.28
(決)昭59. 2.29
(施)昭59. 2.29

農地企画課

7993 2 土地利用事業案件綴（３）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て（ビーチサイドゴルフ練習場造成工事）

昭和５８年度 (収)昭59. 2.13 土地対策課

7993 3 土地利用事業案件綴（３）
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て（インノフジゴルフ場造成工事）

昭和５８年度 (収)昭59. 2. 3 土地対策課

7993 4 土地利用事業案件綴（３）
土地利用対策委員会幹事会の開催について（西武
建材（株）静岡支店土石採取事業）

昭和５８年度 (収)昭59. 2. 6 土地対策課

7994 1
県単土地改良実績報告書（中部農
林）

昭和58年度県単独土地改良（かんがい排水）事業
の実績報告書について（中部農林事務所関係）

昭和５９年度 (収)昭59. 4.16
中部農林事務所
長

7994 2
県単土地改良実績報告書（中部農
林）

昭和58年度県単独土地改良（農道）事業の実績報
告書について（中部農林事務所関係）

昭和５９年度 (収)昭59. 4.16
中部農林事務所
長

7995 1
県単土地改良実績報告書（西部農
林）

昭和58年度県単独土地改良事業補助金実績報告書
について（西武農林事務所関係）

昭和５９年度 (収)昭59. 5.15
西部農林事務所
長

7996 1
県単土地改良実績報告書（東部農
林）

昭和59年度県単独土地改良事業補助金実績報告書
について（東部農林事務所関係）

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 4 東部農林事務所

7997 1
県単土地改良実績報告書（志太榛
原農林）

昭和58年度県単独土地改良事業実績報告書の送付
について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.18
志太榛原農林事
務所長

7998 1
県単土地改良実績報告書（中遠農
林）

昭和58年度県単独土地改良事業実績報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 4. 5
中遠農林事務所
長

7999 1
県単土地改良実績報告書（北遠農
林）

昭和58年度県単独土地改良事業実績報告書の送付
について

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 5
北遠農林事務所
長

8000 1
農村基盤総合整備事業、農村総合
整備モデル事業実績報告

昭和58年度団体営事業（小規排水、調査設計、ミ
ニ総パ）国庫補助金の額の確定について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.27
(施)昭59. 8.27

水利整備課

8000 2
農村基盤総合整備事業、農村総合
整備モデル事業実績報告

昭和58年度農村総合整備モデル事業国庫補助金の
額の確定について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

水利整備課
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8000 3
農村基盤総合整備事業、農村総合
整備モデル事業実績報告

昭和58年度農村基盤総合整備事業、農村総合整備
モデル事業実績報告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 9
(決)昭59. 6. 9
(施)昭59. 6. 9

水利整備課

8001 1 総合農協共済規程の変更 昭和58年共済規程の変更 昭和５７年度 農業団体課

8002 1 内国為替取引規程の変更承認
農業協同組合の内国為替取引規程の変更承認につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 7.18
(決)昭58. 7.22
(施)昭58. 7.22

農業団体課

8002 2 内国為替取引規程の変更承認
農業協同組合の内国為替取引規程の変更承認につ
いて（田子水産）

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

農業団体課

8003 1 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（浜松市南農業
協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 4
(施)昭58. 5. 4

農業団体課

8003 2 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（富士宮市農業
協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.11
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.16

農業団体課

8003 3 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（島田市・静岡
市千代田・芝川町農業協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 9
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.16

農業団体課

8003 4 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（富士市農業協
同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

農業団体課

8003 5 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（浜松市高台・
三島・伊豆東・蒲原町農業協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 5.30
(施)昭58. 5.30

農業団体課

8003 6 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（浜松市中央農
業協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.16
(施)昭58. 6.16

農業団体課

8003 7 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（福田町・清水
町・柚野農業協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 4
(施)昭58. 7. 4

農業団体課

8003 8 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（南伊豆町・浜
松市三方原・伊東市・伊豆下田・浜松市伊和富・
富士川町・伊豆・湖西農業協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.21
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 5

農業団体課

8003 9 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（広瀬農業協同
組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 5
(決)昭58. 7. 6
(施)昭58. 7. 6

農業団体課

8003 10 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（藤枝市農業協
同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 7.18
(決)昭58. 7.22
(施)昭58. 7.22

農業団体課

8003 11 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（田子水産農業
協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 2

農業団体課

8003 12 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（伊豆田子農業
協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.19
(決)昭58. 8.19
(施)昭58. 8.19

農業団体課

8003 13 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（芝川町農業協
同組合）

昭和５８年度
(起)昭58.10.13
(決)昭58.10.17
(施)昭58.10.17

農業団体課

8003 14 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（浜松中央農業
協同組合）

昭和５８年度
(起)昭58.10. 3
(決)昭58.10. 7
(施)昭58.10.20

農業団体課

8003 15 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（浜松西農業協
同組合）

昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 7
(施)昭58.11. 7

農業団体課

8003 16 定款変更認可綴（総合農協）
農業協同組合の定款変更について（浜松市三方原
農業協同組合）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 3.30

農業団体課
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8004 1 災害関係綴
昭和57年９月12日の台風18号による有線放送電話
設備の被害に対する災害補助金について

昭和５７年度 (起)昭57.10. 2 農業団体課

8004 2 災害関係綴 台風18号による農業水産関係被害状況 昭和５７年度 (起)昭57. 9.16 農業団体課

8004 3 災害関係綴 共同利用施設災害復旧について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 8
(決)昭57. 9.13
(施)昭57. 9.14

農業団体課

8004 4 災害関係綴 共同利用施設被害報告について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.13
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.16

農業団体課

8004 5 災害関係綴 共同利用施設被害報告について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 7
(決)昭57. 8. 7
(施)昭57. 8. 7

農業団体課

8004 6 災害関係綴 集中豪雨による農協の被害について 昭和５６年度 (起)昭56. 7. 9 農業団体課

8005 1 共済規定関係綴（１） 適格退職年金契約の定型的契約書の認定について 昭和５７年度 (収)昭57. 9.24
農林水産省経済
局長

8005 2 共済規定関係綴（１） 地震に係る共済契約上の特別措置の設定について 昭和５７年度 (収)昭57. 9. 6
農林水産省経済
局長

8005 3 共済規定関係綴（１）
農業協同組合及び農業協同組合連合会の行う共済
事業に関する地震対策について

昭和５７年度 (収)昭57. 9. 6
農林水産省経済
局農業協同組合
課長

8005 4 共済規定関係綴（１） 退職年金共済事業の実施について 昭和５７年度 (収)昭57. 6. 7
農林水産事務次
官

8006 1 共済規定関係綴（２） 共済約款の設定及び変更について 昭和５７年度 (収)昭58. 3.17
農林水産省経済
局長

8006 2 共済規定関係綴（２） 終身共済の無審査限度額等の設定について 昭和５７年度 (収)昭58. 3.17
農林水産省経済
局長

8006 3 共済規定関係綴（２）
終身共済及び養老生命共済等の共済掛金率の設
定・変更について

昭和５７年度 (収)昭58. 3.17
農林水産省経済
局長

8006 4 共済規定関係綴（２）
共済証書及び共済契約申込書様式の設定・変更に
ついて

昭和５７年度 (収)昭58. 3.17
農林水産省経済
局長

8007 1 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.19
(決)昭59. 3.19
(施)昭59. 3.19

農業団体課

8007 2 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 5
(決)昭59. 3. 6
(施)昭59. 3. 6

農業団体課

8007 3 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.16
(決)昭59. 2.17
(施)昭59. 2.17

農業団体課

8007 4 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.16
(決)昭59. 2.17
(施)昭59. 2.17

農業団体課

8007 5 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.13
(決)昭59. 2.14
(施)昭59. 2.14

農業団体課

8007 6 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58.10.20
(決)昭58.10.21
(施)昭58.10.21

農業団体課
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8007 7 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.17
(施)昭58. 9.17

農業団体課

8007 8 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 3
(決)昭58. 8. 4
(施)昭58. 8. 4

農業団体課

8007 9 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.15
(決)昭58. 7.18
(施)昭58. 7.18

農業団体課

8007 10 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 6
(決)昭58. 7. 8
(施)昭58. 7. 8

農業団体課

8007 11 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.13
(決)昭58. 6.14
(施)昭58. 6.14

農業団体課

8007 12 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6. 7
(施)昭58. 6. 7

農業団体課

8007 13 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.25
(決)昭58. 5.26
(施)昭58. 5.26

農業団体課

8007 14 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.16
(施)昭58. 5.16

農業団体課

8007 15 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 6
(決)昭58. 4. 8
(施)昭58. 4. 8

農業団体課

8007 16 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.29
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 3.30

農業団体課

8007 17 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.15
(決)昭58. 3.16
(施)昭58. 3.16

農業団体課

8007 18 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

農業団体課

8007 19 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 2
(施)昭58. 3. 4

農業団体課

8007 20 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 2
(決)昭58. 2. 5
(施)昭58. 2. 8

農業団体課

8007 21 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57.12.15
(決)昭57.12.18
(施)昭57.12.20

農業団体課

8007 22 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57.12. 1
(決)昭57.12. 2
(施)昭57.12. 2

農業団体課

8007 23 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.19
(決)昭57. 9.28
(施)昭57. 9.28

農業団体課

8007 24 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(決)昭57. 9.20
(施)昭57. 9.20

農業団体課

8007 25 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 9
(決)昭57. 8.11
(施)昭57. 8.12

農業団体課

8007 26 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.30
(決)昭57. 8. 2
(施)昭57. 8. 3

農業団体課

8007 27 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.22
(決)昭57. 7.29
(施)昭57. 7.30

農業団体課
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8007 28 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.29
(決)昭57. 7. 3
(施)昭57. 7. 5

農業団体課

8007 29 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 1
(決)昭57. 7. 3
(施)昭57. 7. 5

農業団体課

8007 30 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 6.19
(施)昭57. 6.21

農業団体課

8007 31 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 6. 8
(決)昭57. 6. 9
(施)昭57. 6. 9

農業団体課

8007 32 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.31
(施)昭57. 6. 1

農業団体課

8007 33 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.27
(決)昭57. 5.31
(施)昭57. 6. 1

農業団体課

8007 34 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 5.28
(施)昭57. 5.29

農業団体課

8007 35 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.22
(決)昭57. 4.26
(施)昭57. 4.27

農業団体課

8007 36 専門農協定款変更認可綴 農業協同組合の定款変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 2
(決)昭57. 4. 2
(施)昭57. 4. 5

農業団体課

8008 1 農業研修会館綴
静岡県農業研修会館建設費補助金の交付について
（確定）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.29
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 5

農業団体課

8008 2 農業研修会館綴
静岡県農業研修会館建設工期の延長について（う
かがい）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.11
(決)昭58. 5.16
(施)昭58. 5.16

農業団体課

8008 3 農業研修会館綴
静岡県農業研修会館建設工期の延長について（う
かがい）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.16
(決)昭58. 3.17
(施)昭58. 3.17

農業団体課

8008 4 農業研修会館綴
静岡県農業研修会館建設費補助金の交付決定につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57.12. 6 農業団体課

8008 5 農業研修会館綴
静岡県農業研修会館建設費補助金について（内
示）

昭和５７年度
(起)昭57.11. 9
(決)昭57.11. 9
(施)昭57.11.10

農業団体課

8008 6 農業研修会館綴
静岡県農業研修会館建設費補助金交付要綱の制定
について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.10.22
(決)昭57.11. 9
(施)昭57.11. 9

農業団体課

8008 7 農業研修会館綴 県農業研修会館の遺跡発掘状況について（供覧） 昭和５７年度 (起)昭57.10.18 農業団体課

8009 1
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

補助金の交付について（確定） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.12
(決)昭59. 9.25
(施)昭59. 9.28

農業団体課

8009 2
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農産物需給安定協同活動推進事業実績
報告書の進達について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.18
(決)昭59. 6.20
(施)昭59. 6.20

農業団体課

8009 3
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農産物需給安定協同活動推進事業（農
協生産販売組織強化対策事業）の調査結果につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.26

農業団体課

8009 4
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農産物需給安定協同活動推進事業（農
協生産販売組織強化対策事業）実績の調査日程に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 5.17
(決)昭59. 5.21
(施)昭59. 5.25

農業団体課
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8009 5
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農協生産販売組織強化対策事業の進捗
状況調べについて（結果）

昭和５８年度
(起)昭58.12.17
(決)昭58.12.20

農業団体課

8009 6
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農協生産販売組織強化対策事業の進捗
状況調べについて

昭和５８年度
(起)昭58.11.25
(決)昭58.11.28
(施)昭58.11.28

農業団体課

8009 7
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農協生産販売組織強化対策事業費補助
金の割当内示について（通知）

昭和５８年度
(起)昭58.11.25
(決)昭58.11.28
(施)昭58.11.28

農業団体課

8009 8
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農協生産販売組織強化対策事業費補助
金交付要綱の制定について

昭和５８年度
(起)昭58.11.22
(決)昭58.11.24
(施)昭58.11.24

農業団体課

8009 9
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

農協生産販売組織強化対策事業費補助金交付要綱
の制定について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58.10.15
(決)昭58.11.19
(施)昭58.11.19

農業団体課

8009 10
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農産物需給安定協同活動推進事業実施
計画の協議について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.17
(決)昭58. 9.26
(施)昭58. 9.26

農業団体課

8009 11
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農産物需給安定協同活動推進事業（農
協生産販売組織強化対策事業）の実施農協の指定
について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.26
(決)昭58. 8.26
(施)昭58. 8.26

農業団体課

8009 12
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農産物需給安定協同活動推進指導事業
実施計画について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 5
(決)昭58. 8. 8
(施)昭58. 8. 9

農業団体課

8009 13
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

農産物需給安定協同活動推進事業実施農協におけ
る事業選択状況等のとりまとめについて

昭和５８年度 (起)昭58. 8. 3 農業団体課

8009 14
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

復命書（農産物需給安定共同活動推進事業） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.15 農業団体課

8009 15
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

農産物需給安定事業（選択事業）実施状況調べに
ついて

昭和５８年度 (起)昭58. 7.13 農業団体課

8009 16
農協生産販売組織強化対策事業関
係綴

昭和58年度農産物需給安定協同活動推進指導事業
に関する事務打合せについて

昭和５８年度
(起)昭58. 6.22
(決)昭58. 6.27
(施)昭58. 6.27

農業団体課

8010 1 貯金金利改正綴 預金等利率及び貸出金利率について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 2
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

農業団体課

8010 2 貯金金利改正綴
貯金利率及び定期積金利回り表、勤労者財産形成
年金貯金利率表当の改正について

昭和５８年度
(起)昭58.12.26
(決)昭58.12.26
(施)昭58.12.26

農業団体課

8010 3 貯金金利改正綴
貯金利率及び定期積金利回り表、勤労者財産形成
年金貯金利率表の改正について

昭和５８年度
(起)昭58.12.26
(決)昭58.12.26
(施)昭58.12.26

農業団体課

8011 1 地場野菜生産流通対策綴 復命書（地場野菜対策協議会推進打合せ） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.10 みかん園芸課

8011 2 地場野菜生産流通対策綴 地場野菜生産流通対策事業検討会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.13
(決)昭57. 1.18
(施)昭57. 1.18

みかん園芸課

8011 3 地場野菜生産流通対策綴 復命書（地場野菜及び水田対策関係視察） 昭和５６年度 (起)昭56.12.10 みかん園芸課

8011 4 地場野菜生産流通対策綴 地場野菜生産流通対策事業検討会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.15
(施)昭56.12.15

みかん園芸課

8011 5 地場野菜生産流通対策綴
水田利用再編対策及び地場野菜振興対策の優良先
進地の視察について

昭和５６年度 (収)昭56.11.25
中部地域農業振
興推進協議会長
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8011 6 地場野菜生産流通対策綴 代表幹事会の開催について 昭和５６年度 (収)昭56.10.19
浜松市中央卸売
市場地場野菜対
策協議会

8011 7 地場野菜生産流通対策綴
地場野菜生産流通対策事業検討会の日程変更につ
いて

昭和５６年度 (起)昭56. 9.28 みかん園芸課

8011 8 地場野菜生産流通対策綴 地場野菜生産流通対策事業検討会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.21
(施)昭56. 9.21

みかん園芸課

8011 9 地場野菜生産流通対策綴 地場野菜生産流通対策事業検討会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.14
(決)昭56. 8.14
(施)昭56. 8.17

みかん園芸課

8011 10 地場野菜生産流通対策綴 復命書（地場野菜関係事業打合せ会） 昭和５６年度 (起)昭56. 8.29 みかん園芸課

8011 11 地場野菜生産流通対策綴
昭和56年度地場野菜対策協議会の設置計画の変更
について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.10
(決)昭56. 8.10
(施)昭56. 8.10

みかん園芸課

8011 12 地場野菜生産流通対策綴 昭和56年度地場野菜対策協議会設置状況について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.30
(決)昭56. 7.30
(施)昭56. 7.30

みかん園芸課

8011 13 地場野菜生産流通対策綴 昭和56年度地場野菜対策協議会設置計画について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.12
(決)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.15

みかん園芸課

8011 14 地場野菜生産流通対策綴 復命書（地場野菜関係事業の推進） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.23 みかん園芸課

8011 15 地場野菜生産流通対策綴 復命書（地場野菜生産流通対策事業打合せ会） 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 1 みかん園芸課

8011 16 地場野菜生産流通対策綴
昭和56年度地場野菜対策関連事業の推進打合せに
ついて

昭和５６年度 (起)昭56. 4.20 みかん園芸課

8011 17 地場野菜生産流通対策綴 地場野菜対策関連事業の推進打合せについて 昭和５６年度
(起)昭56. 4.10
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.14

みかん園芸課

8012 1 乳用牛群改良推進事業
昭和58年度乳用牛群推進委託事業実施報告につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4.20
(決)昭59. 5. 7
(施)昭59. 5. 7

畜産課

8012 2 乳用牛群改良推進事業
昭和58年度乳用牛群推進委託事業に係る再委託の
承認について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.29
(施)昭58. 8.29

畜産課

8012 3 乳用牛群改良推進事業
昭和58年度乳用牛群改良推進事業の一部委託契約
について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 6. 1
(施)昭58. 6. 1

畜産課

8012 4 乳用牛群改良推進事業
中遠地区乳用牛群検定組合定例研修会開催につい
て

昭和５８年度 (収)昭59. 2. 3
中遠地区乳牛群
検定組合長

8012 5 乳用牛群改良推進事業 関東ブロック家畜改良主任者会議の開催について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.12
(決)昭59. 1.17
(施)昭59. 1.17

畜産課

8012 6 乳用牛群改良推進事業
乳用牛群改良推進事業に係るブロック会議の開催
について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.17
(決)昭59. 1.17
(施)昭59. 1.17

畜産課

8012 7 乳用牛群改良推進事業 乳用牛群改良推進事業の実施状況調査について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 8
(施)昭58.11. 8

畜産課

8012 8 乳用牛群改良推進事業
昭和58年度乳用牛群改良推進事業に係る検定指導
員の委嘱について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.17
(施)昭58. 9.17

畜産課
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8012 9 乳用牛群改良推進事業
昭和59年度乳用牛群改良推進事業に係る検定指導
員の任命及び委嘱について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 6. 7
(施)昭58. 6. 7

畜産課

8012 10 乳用牛群改良推進事業
昭和58年度乳用牛群改良推進事業に係る検定指導
員の推せんについて

昭和５８年度
(起)昭58. 5.17
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

畜産課

8012 11 乳用牛群改良推進事業 講演会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 7
乳用牛群検定全
国協議会

8013 1 先端技術開発事業 牛の受精卵移植技術実用化促進について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 8
(決)昭58. 8.12
(施)昭58. 8.12

畜産課

8013 2 先端技術開発事業 支出負担行為実施計画書の提出について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.13
(決)昭58. 6.13
(施)昭58. 6.13

畜産課

8014 1 酪農肉牛振興計画
酪農・肉用牛生産近代化計画の認定等の打合せに
ついて

昭和５８年度 (収)昭59. 2. 3 関東農政局長

8014 2 酪農肉牛振興計画
静岡県酪農・肉用牛生産近代化計画作成打合せ会
議の開催について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.11
(決)昭59. 1.13
(施)昭59. 1.13

畜産課

8014 3 酪農肉牛振興計画
酪農・肉用牛生産の振興に関する法律の施行に伴
う打合せ会議の開催について

昭和５８年度
(起)昭58.11.10
(決)昭58.11.10
(施)昭58.11.10

畜産課

8014 4 酪農肉牛振興計画 酪農・肉用牛振興計画について 昭和５８年度
(起)昭58.11.17
(決)昭58.11.18
(施)昭58.11.18

畜産課

8014 5 酪農肉牛振興計画
酪農・肉用牛生産の振興に関する法律の施行に伴
う打合せ会議の開催について

昭和５８年度 (起)昭58. 8. 8 畜産課

8015 1
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度静岡県立農林短期大学校卒業式の挙行
について

昭和５８年度 (収)昭59. 2.27
静岡県立農林短
期大学校長

8015 2
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度林業青年大学の研修実績について 昭和５８年度 (収)昭59. 2. 1 後継者養成課

8015 3
林業後継者関係（短大・青年大
学）

復命書（昭和58年度林業青年大学閉講式） 昭和５８年度 (起)昭59. 1.20 林政課

8015 4
林業後継者関係（短大・青年大
学）

復命書（昭和58年度後継者養成指導者研修） 昭和５８年度 (起)昭58.12.23 林政課

8015 5
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和59年度後継者養成指導者研修の実施について 昭和５８年度 (収)昭58.11.24 後継者養成課

8015 6
林業後継者関係（短大・青年大
学）

復命書（産業青年海外研修企画会議） 昭和５８年度 (起)昭58.11. 4 林政課

8015 7
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度林業青年大学第３回研修の講師派遣に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58.10. 5 後継者養成課

8015 8
林業後継者関係（短大・青年大
学）

新農業大学校移行に伴う事務打合せ会について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.12 後継者養成課

8015 9
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度林業青年大学開講式及び第１回研修の
実施について

昭和５８年度 (収)昭58. 7.28 後継者養成課

8015 10
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度林業青年大学研修生の決定について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.22 後継者養成課

8015 11
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度静岡県青少年育成会議総会 昭和５８年度 (起)昭58. 6.14 林政課
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8015 12
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度静岡県産業青年・青年技能者海外研修
生の選考結果について

昭和５８年度 (収)昭58. 6.28 後継者養成課

8015 13
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度林業青年大学の実施について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.27 後継者養成課

8015 14
林業後継者関係（短大・青年大
学）

昭和58年度静岡県立農林短期大学校入学式につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 4. 6
静岡県立農林短
期大学校長

8016 1 林業試験場綴
復命書（昭和59年度林業技術開発推進関東、中部
ブロック会議）

昭和５９年度 (起)昭59.10. 4 林政課

8016 2 林業試験場綴
昭和59年度林業技術開発推進林産合同ブロック協
議会について

昭和５９年度 (起)昭59.10. 1 林政課

8016 3 林業試験場綴 第17回林業技術シンポジウムの開催について 昭和５８年度 (起)昭59. 1.30 林政課

8016 4 林業試験場綴
昭和57年度農林水産関係試験研究成果の概要の送
付について

昭和５８年度
(起)昭58.10. 7
(決)昭58.10.11
(施)昭58.10.12

林政課

8016 5 林業試験場綴
昭和58年度林業技術開発推進ブロック協議会の開
催について

昭和５８年度 (起)昭58. 9.16 林政課

8016 6 林業試験場綴
昭和58年度林業技術開発推進林産合同ブロック協
議会の開催について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.20
(決)昭58. 9.21
(施)昭58. 9.21

林政課

8016 7 林業試験場綴 研究発表会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 8.19 林政課

8016 8 林業試験場綴
昭和58年度都道府県農林水産業関係試験研究事業
補助金交付申請について

昭和５８年度 (収)昭58. 9.13 林業試験所長

8016 9 林業試験場綴
昭和59年度試験研究課題編成表（案）の作成につ
いて

昭和５８年度 (収)昭58. 9. 5 林業試験所長

8016 10 林業試験場綴 昭和59年度林業試験研究課題の要望について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.21
(決)昭58. 7.28
(施)昭58. 7.28

林政課

8016 11 林業試験場綴 昭和59年度林業試験研究課題の要望について 昭和５８年度 (起)昭58. 6.20 林政課

8016 12 林業試験場綴
昭和58年度林業技術開発推進ブロック協議会の開
催について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.14
(決)昭58. 7.15
(施)昭58. 7.15

林政課

8016 13 林業試験場綴 業務参考資料の作成について（報告） 昭和５８年度 (起)昭58. 6.28 林政課

8016 14 林業試験場綴 県農林水産技術会議林業幹事会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(施)昭58. 6. 6

林政課

8016 15 林業試験場綴
林業技術開発推進県協議会の協議内容の報告につ
いて（依頼）

昭和５８年度 (起)昭58. 5.30 林政課

8017 1 農林水産技術会議（普及部会）
農林水産技術会議（林業普及部会）の開催につい
て

昭和５８年度
(起)昭58.12.15
(施)昭58.12.20

林政課

8017 2 農林水産技術会議（普及部会） 書簡文 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 4
(施)昭58. 6. 6

林政課

8017 3 農林水産技術会議（普及部会）
農林水産技術会議（林業普及部会）の開催につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 4.28
(施)昭58. 5. 2

林政課
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8017 4 農林水産技術会議（普及部会） 昭和58年度林業普及指導計画について 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 3
下田林業事務所
長

8017 5 農林水産技術会議（普及部会）
昭和58年度沼津普及指導区林業普及指導計画につ
いて

昭和５７年度 (収)昭58. 1.31
沼津林業事務所
長

8017 6 農林水産技術会議（普及部会） 昭和58年度静岡普及指導計画の提出について 昭和５７年度 (収)昭58. 2. 3
静岡林業事務所
長

8017 7 農林水産技術会議（普及部会）
昭和58年度林業普及指導事業基本方針及び指導計
画について

昭和５７年度 (収)昭58. 2. 3
天竜林業事務所
長

8018 1 農林水産技術会議（中期構想） 復命書（林業試験場中期構想検討会） 昭和５８年度 (起)昭59. 2. 4 林政課

8018 2 農林水産技術会議（中期構想） 「農林水産研究基本目標」について 昭和５８年度 (収)昭59. 3. 2
林野庁研究普及
課長

8018 3 農林水産技術会議（中期構想） 農林水産技術会議林業幹事会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.12.17
(施)昭58.12.20

林政課

8018 4 農林水産技術会議（中期構想） 農林水産技術会議林業幹事会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.11.24
(施)昭58.11.26

林政課

8018 5 農林水産技術会議（中期構想） 農林水産技術会議林業幹事会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 8.30 林政課

8018 6 農林水産技術会議（中期構想） 復命書（農林水産技術会議林業幹事会） 昭和５８年度 (起)昭58. 6.23 林政課

8018 7 農林水産技術会議（中期構想） 復命書（試験研究の推進構想） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.11 林政課

8018 8 農林水産技術会議（中期構想） 復命書（試験研究の推進構想策定） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.30 林政課

8019 1 高齢化対策
地域高齢化社会対策モデル計画現状と課題（素
案）

昭和５８年度 (収)昭58.12.24
労政課高齢化社
会対策スタッフ

8019 2 高齢化対策 高齢化社会総合対策委員会部会担当者会議 昭和５８年度 (起)昭58.11.30 林政課

8019 3 高齢化対策
高齢化社会総合対策委員会部会担当者会議の開催
について

昭和５８年度 (収)昭58. 5.19
高齢化社会総合
対策委員会

8020 1 林業技術講座 昭和58年度林業技術講座の実績について（報告） 昭和５９年度 (収)昭59. 5.10
東部農林事務所
長

8020 2 林業技術講座
昭和58年度林業技術講座実績報告書の提出につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 5.10
富士農林事務所
長

8020 3 林業技術講座 研修及びシンポジウムの実施 昭和５９年度
中部農林事務所
長

8020 4 林業技術講座 昭和58年度林業技術講座実績書 昭和５９年度
志太榛原農林事
務所長

8020 5 林業技術講座 昭和58年度林業普及指導事業実績報告について 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 9
北遠農林事務所
長

8020 6 林業技術講座 間伐技術講習会 昭和５８年度 (収)昭59. 1.20 伊豆農林事務所
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8020 7 林業技術講座 枝打ち技術講習会 昭和５８年度 (収)昭59. 1.24 伊豆農林事務所

8020 8 林業技術講座 椎茸先進地の視察について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.22 富士農林事務所

8020 9 林業技術講座 富士川林業地視察研修について 昭和５８年度 (収)昭58.10.27 富士農林事務所

8020 10 林業技術講座
昭和58年度「都市と山村を結ぶ講演会」について
（報告）

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 5
西部農林事務所
長

8020 11 林業技術講座 昭和58年度林業技術講座の実施について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.27
(決)昭58. 5.27
(施)昭58. 5.30

林政課

8021 1 昭和57年度中日造林賞綴 第28回中日造林賞の受賞について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

林政課

8021 2 昭和57年度中日造林賞綴 第28回中日造林賞現地審査の日程について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.27
(決)昭58. 1.28
(施)昭58. 1.28

林政課

8021 3 昭和57年度中日造林賞綴 復命書（中日造林賞現地調査） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.16 林政課

8021 4 昭和57年度中日造林賞綴 第28回中日造林賞参加者の推薦について（送付） 昭和５７年度
(起)昭57.11.17
(決)昭57.11.17
(施)昭57.11.18

林政課

8021 5 昭和57年度中日造林賞綴 第28回中日造林賞後援名義使用承認について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.22
(決)昭57.10. 1
(施)昭57.10. 1

林政課

8021 6 昭和57年度中日造林賞綴 第28回中日造林賞参加者の推薦について（依頼） 昭和５７年度
(起)昭57. 9.22
(決)昭57. 9.24
(施)昭57. 9.25

林政課

8022 1 昭和58年度中日造林賞綴 第29回中日造林賞の受賞について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.16 林政課

8022 2 昭和58年度中日造林賞綴 復命書（中日造林賞現地審査案内） 昭和５８年度 (起)昭59. 2. 8 林政課

8022 3 昭和58年度中日造林賞綴 第29回中日造林賞現地審査について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.23
(施)昭59. 1.26

林政課

8022 4 昭和58年度中日造林賞綴 第29回中日造林賞参加者の推薦について 昭和５８年度
(起)昭58.11.17
(施)昭58.11.19

林政課

8022 5 昭和58年度中日造林賞綴 第29回中日造林賞参加者の推薦について 昭和５８年度 (起)昭58.10.20 林政課

8022 6 昭和58年度中日造林賞綴 第29回中日造林賞後援名義使用承認について 昭和５８年度 (起)昭58.10.20 林政課

8023 1 造林コンクール綴
昭和57年度全国育樹活動コンクール受賞について
（通知）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.13
(決)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.17

林政課

8023 2 造林コンクール綴
昭和57年度全国育樹活動コンクールの実施につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.26
(施)昭57. 7.27

林政課

8023 3 造林コンクール綴
昭和57年度全国育樹活動コンクールの実施につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 6.10
(決)昭57. 6.11
(施)昭57. 6.11

林政課

8024 1 林業経営コンクール
昭和57年農林水産祭参加全国林業経営推奨行事に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 2 林政課
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8024 2 林業経営コンクール
農林水産祭参加全国林業経営推奨行事適格者の推
薦について

昭和５７年度 (起)昭57. 7. 5 林政課

8024 3 林業経営コンクール 農林水産祭参加全国林業経営推奨行事について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.22 林政課

8025 1 林業普及指導職員研修綴 復命書（林業普及指導職員全国シンポジューム） 昭和５８年度 (起)昭58.12.10 林政課

8025 2 林業普及指導職員研修綴
昭和58年度林業普及指導職員全国シンポジウムの
実施について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 7
(施)昭58.11. 7

林政課

8025 3 林業普及指導職員研修綴 昭和58年度林業普及指導職員研修の実施について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.27
(施)昭58. 5.30

林政課

8025 4 林業普及指導職員研修綴
昭和58年度林業普及指導職員中央研修の実施につ
いて

昭和５８年度 (収)昭58. 5.13 林野庁長官

8025 5 林業普及指導職員研修綴
昭和58年度林業普及指導員の研修会への講師派遣
について（依頼）

昭和５８年度 (収)昭58.10. 3
志太榛原農林事
務所長

8025 6 林業普及指導職員研修綴
昭和58年度林業改良指導員（地区主任）研修の実
施について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.16
(施)昭58. 9.16

林政課

8025 7 林業普及指導職員研修綴
昭和58年度林業専門技術員一般研修（森林保護）
の実施について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 3
(施)昭58. 8. 3

林政課

8026 1 中央研修－林業経営－
復命書（昭和58年度林業専門技術員（林業経営）
一般研修）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.16 林政課

8027 1 Ａｇ研修 昭和58年度林業改良指導員新任者研修について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(施)昭58. 6. 6

林政課

8027 2 Ａｇ研修 林業改良指導員新任者研修の実施について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 2
(施)昭58. 6. 6

林政課

8027 3 Ａｇ研修
林業改良指導員研修（林業経営、林業関係税制）
の実施について

昭和５８年度
(起)昭58.10.13
(決)昭58.10.13
(施)昭58.10.13

林政課

8028 1 中部北陸ブロックシンポジューム 復命書（中部北陸ブロックシンポジューム） 昭和５８年度 (起)昭58. 9.16 林政課

8028 2 中部北陸ブロックシンポジューム
中部北陸ブロックシンポジウム講演に対する礼状
について（書簡文）

昭和５８年度
(起)昭58. 9.16
(決)昭58. 9.16
(施)昭58. 9.16

林政課

8028 3 中部北陸ブロックシンポジューム
昭和58年度林業普及指導職員中部、北陸ブロック
シンポジウムの開催について

昭和５８年度 (起)昭58. 6.21 林政課

8029 1 普及計画
昭和58年度林業普及指導事業実績報告書の提出に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 5.29
(施)昭59. 5.31

林政課

8030 1 農林水産技術会議綴 農林水産技術会議の開催について 昭和５８年度 (収)昭59. 1.18 農業技術課

8030 2 農林水産技術会議綴 農林水産技術会議に対する資料提供について 昭和５８年度 (起)昭58.10.25 林政課

8030 3 農林水産技術会議綴 昭和59年度試験研究基本方針について 昭和５８年度 (収)昭58.10.15
静岡県林業試験
場長

8030 4 農林水産技術会議綴 農林水産技術会議の開催について 昭和５８年度 (収)昭58. 9.28 農業技術課
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8031 1 林業振興課長会議綴 林業振興課長会議次第 昭和５８年度 林政課

8032 1 林政問題懇談会綴
粗数に管理されている森林の分野に関する調査に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.23
(決)昭57. 7.23
(施)昭57. 7.23

林政課

8032 2 林政問題懇談会綴
粗数に管理されている森林の分野に関する調査の
協力依頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.14
(決)昭57. 7.15
(施)昭57. 7.15

林政課

8032 3 林政問題懇談会綴 復命書（林政問題懇談会） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.26 林政課

8033 1
林野庁関係ブロック会議資料
（１）

復命書（保安林関係事業ブロック会議） 昭和５７年度 (起)昭58. 2. 9 治山課

8033 2
林野庁関係ブロック会議資料
（１）

復命書（保安林関係事業ブロック会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.30 治山課

8033 3
林野庁関係ブロック会議資料
（１）

復命書（保安林関係事業ブロック会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.19 治山課

8033 4
林野庁関係ブロック会議資料
（１）

復命書（保安林全国課長会議） 昭和５６年度 (起)昭56.11.14 治山課

8034 1
林野庁関係ブロック会議資料
（２）

保安林関係事業ブロック会議個別打合せ資料の提
出について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.26
(決)昭59. 1.27
(施)昭59. 2. 1

治山課

8034 2
林野庁関係ブロック会議資料
（２）

復命書（保安林全国課長会議） 昭和５８年度 (起)昭58.12.10 治山課

8034 3
林野庁関係ブロック会議資料
（２）

山地災害危険地の保安林の指定状況について 昭和５８年度
(起)昭58.10.27
(決)昭58.10.29
(施)昭58.10.29

治山課

8034 4
林野庁関係ブロック会議資料
（２）

治山・保安林関係事業ブロック会議における提供
資料について

昭和５８年度
(起)昭58.10. 1
(決)昭58.10. 3
(施)昭58.10. 3

治山課

8034 5
林野庁関係ブロック会議資料
（２）

治山・保安林関係事業ブロック会議における打合
せ資料の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.22
(決)昭58. 9.24
(施)昭58. 9.24

治山課

8035 1 保安林関係業務打合せ会 昭和58年度保安林及び林地開発事務打合せ会議 昭和５８年度
(起)昭58.11.21
(決)昭58.11.21
(施)昭58.11.22

治山課

8035 2 保安林関係業務打合せ会 58.5.12打合せ会における問題点 昭和５８年度 (起)昭58. 5.13 治山課

8035 3 保安林関係業務打合せ会 昭和58年度保安林事務打合せ会議の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.30
(決)昭58. 5. 2
(施)昭58. 5. 2

治山課

8036 1 保安林の統計資料 保安林制度検討に係る基礎資料について（報告） 昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.11.30
(施)昭56.11.30

治山課

8037 1 定期監査・決算審査調書 昭和58年度定期監査・決算審査調書 昭和５８年度 農地森林部

8038 1 県営林全国連絡協議会
昭和59年度県営林研究大会実施計画への回答につ
いて（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.20
(決)昭59. 2.20
(施)昭59. 2.20

造林課

8038 2 県営林全国連絡協議会 復命書（都道府県営林全国連絡協議会） 昭和５８年度 (起)昭58. 6.20 造林課

8038 3 県営林全国連絡協議会 復命書（都道府県営林全国連絡協議会） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.18 造林課
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8038 4 県営林全国連絡協議会
第４回都道府県営林経営研究発表論文の提出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.13
(決)昭57. 7.17
(施)昭57. 7.20

造林課

8038 5 県営林全国連絡協議会 復命書（都道府県営林全国連絡協議会） 昭和５６年度 (起)昭56. 6.22 造林課

8038 6 県営林全国連絡協議会
昭和55年度県営林全国連絡協議会理事会の結果報
告について

昭和５５年度 (起)昭55.12. 5 造林課

8038 7 県営林全国連絡協議会 県営林事業執行方法について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.28
(決)昭55. 8. 2
(施)昭55. 8. 2

造林課

8038 8 県営林全国連絡協議会 都道府県営林の実態調査について 昭和５５年度
(起)昭55. 7.15
(決)昭55. 7.17
(施)昭55. 7.17

造林課

8038 9 県営林全国連絡協議会 復命書（都道府県営林全国連絡協議会） 昭和５５年度 (起)昭55. 6. 8 造林課

8038 10 県営林全国連絡協議会 県営林関係担当者人事異動について 昭和５５年度
(起)昭55. 4.17
(決)昭55. 4.17
(施)昭55. 4.17

造林課

8038 11 県営林全国連絡協議会 復命書（都道府県営林全国連絡協議会） 昭和５４年度 (起)昭54. 6.24 造林課

8038 12 県営林全国連絡協議会 資料依頼について 昭和５３年度
(起)昭54. 1.31
(決)昭54. 2. 1
(施)昭54. 2. 1

造林課

8038 13 県営林全国連絡協議会 復命書（都道府県営林全国連絡協議会） 昭和５３年度 (起)昭53.12. 8 造林課

8039 1 学校林活動コンクール審査関係綴
昭和58年度学校林活動コンクール審査調書につい
て

昭和５８年度
(起)昭58.10. 4
(決)昭58.10. 4
(施)昭58.10. 5

造林課

8040 1 長島ダム関係綴（２－１） 長島ダム対策推進本部幹事会 昭和５５年度 (起)昭56. 1.17 造林課

8040 2 長島ダム関係綴（２－１） 長島ダム対策推進本部幹事会 昭和５３年度 (起)昭54. 2.10 造林課

8040 3 長島ダム関係綴（２－１） 長島ダム対策推進本部幹事会 昭和５３年度 (起)昭53. 4.25 造林課

8041 1 長島ダム関係綴（２－２）
昭和60年度における水源地域整備事業の執行につ
いて

昭和５９年度 (収)昭60. 2. 7
資源エネルギー
課

8041 2 長島ダム関係綴（２－２）
長島ダム水源地域整備計画の促進について（依
頼）

昭和５９年度 (収)昭59.11. 7
資源エネルギー
課

8041 3 長島ダム関係綴（２－２） 長島ダムに係る水源地域対策の打合せ会について 昭和５６年度 (収)昭56. 4.17 長島ダム対策室

8042 1 港勢集 漁港の港勢調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 8.21
(決)昭61. 8.21
(施)昭61. 8.22

漁港課

8042 2 港勢集 漁港の港勢調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.18
(決)昭61. 4.19
(施)昭61. 4.19

漁港課

8043 1 台風10号写真 流木の漂着および漂流状況の実態把握調査結果 昭和５７年度 (起)昭57. 8.14 漁港課

8044 1 安倍川関係図面 安倍川関係図面 昭和６０年度 公共用地課
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8045 1 間伐対策アンケート調査 間伐対策に関するアンケート調査について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.15
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.15

造林課

8046 1
水産制度金融及び漁協等指導関係
ブロック会議

復命書（水産制度金融及び漁協等指導関係ブロッ
ク会議）

昭和５９年度 (起)昭59.10.26 水産課

8046 2
水産制度金融及び漁協等指導関係
ブロック会議

復命書（水産制度金融及び漁協等指導関係ブロッ
ク会議）

昭和５８年度 (起)昭58.11.19 水産課

8047 1
漁業災害補償法の一部を改正する
法律案関係資料

漁業災害補償法の一部を改正する法律案関係資料
（昭和57年２月）

昭和５６年度 農林水産省

8048 1 静岡県新総合計画総括Ⅰ
新総合計画策定ワーキンググループ打合せ会の開
催について

昭和５９年度 水産課

8049 1 漁港の港勢集 漁港の港勢集（昭和58年） 昭和６０年度 水産庁漁港部

8050 1 漁港の港勢集 漁港の港勢集（昭和59年） 昭和６１年度 水産庁漁港部

8051 1 安倍川対策関係綴 議事録（伝馬町新田分譲地問題点について） 昭和５４年度 (起)昭54. 9.13 公共用地課

8051 2 安倍川対策関係綴 伝馬町新田分譲地内の電柱等撤去計画について 昭和５４年度 (収)昭54.10.12
中部地方建設局
静岡河川工事事
務所長

8051 3 安倍川対策関係綴 伝馬町新田団地内への看板設置について 昭和５４年度
(起)昭54.10. 8
(決)昭54.10. 9
(施)昭54.10. 9

公共用地課

8051 4 安倍川対策関係綴
安倍川不法占用移転対策事業に係る分譲地（伝馬
町新田団地）一時貸与の協議に対する回答につい
て

昭和５４年度
(起)昭54.12.27
(決)昭54.12.27
(施)昭54.12.28

公共用地課

8051 5 安倍川対策関係綴
安倍川不法占用移転対策事業に係る土地の追加分
譲の願書について

昭和５４年度 (収)昭55. 3. 1
中部地方建設局
静岡河川工事事
務所長

8051 6 安倍川対策関係綴 安倍川移転対策事業関係者の打合せ会について 昭和５５年度 (収)昭56. 2. 3 静岡市長

8052 1 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和57年度第４回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 8
(決)昭58. 6. 9
(施)昭58. 6. 9

公共用地課

8052 2 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和57年度第４回公共用財産引継連絡協議会等の
変更について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 2
(決)昭58. 3. 2
(施)昭58. 3. 2

公共用地課

8052 3 公共用財産引継連絡幹事会56・57 国有財産事務担当者会議の会場について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 1
(決)昭58. 2. 1
(施)昭58. 2. 1

公共用地課

8052 4 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和57年度第４回公共用財産引継連絡幹事会の開
催について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.20
(決)昭58. 1.21
(施)昭58. 1.21

公共用地課

8052 5 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和57年度第３回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について（供覧）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.30
(施)昭58. 3.30

公共用地課

8052 6 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和57年度第３回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.31
(決)昭58. 3.19
(施)昭58. 3.19

公共用地課

8052 7 公共用財産引継連絡幹事会56・57 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11. 4
(施)昭57.11. 4

公共用地課
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8052 8 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和57年度第２回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(決)昭57.11.18
(施)昭57.11.18

公共用地課

8052 9 公共用財産引継連絡幹事会56・57 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 5
(決)昭57. 8. 6
(施)昭57. 8. 6

公共用地課

8052 10 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和57年度第１回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.19
(決)昭57. 7.19
(施)昭57. 7.19

公共用地課

8052 11 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和57年度第１回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.12
(決)昭57. 7.14
(施)昭57. 7.14

公共用地課

8052 12 公共用財産引継連絡幹事会56・57 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 4
(決)昭57. 5. 6
(施)昭57. 5. 6

公共用地課

8052 13 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和56年度第４回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

公共用地課

8052 14 公共用財産引継連絡幹事会56・57 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.15
(決)昭57. 2.15
(施)昭57. 2.15

公共用地課

8052 15 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和56年度第３回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 8

公共用地課

8052 16 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和56年度第３回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.13
(決)昭57. 2.23
(施)昭57. 2.23

公共用地課

8052 17 公共用財産引継連絡幹事会56・57 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56.11.12
(決)昭56.11.17
(施)昭56.11.17

公共用地課

8052 18 公共用財産引継連絡幹事会56・57
公共用財産引継連絡協議会（幹事会）の議事録に
ついて（送付）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3. 4
(施)昭57. 3. 4

公共用地課

8052 19 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和56年度第２回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５６年度
(起)昭56.11.20
(決)昭56.11.24
(施)昭56.11.24

公共用地課

8052 20 公共用財産引継連絡幹事会56・57 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 8.31
(決)昭56. 9. 2
(施)昭56. 9. 2

公共用地課

8052 21 公共用財産引継連絡幹事会56・57
公共用財産引継連絡幹事会の開催日時当の変更に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 6
(決)昭56. 8. 6
(施)昭56. 8. 6

公共用地課

8052 22 公共用財産引継連絡幹事会56・57 公共用財産引継連絡幹事会関係の事務について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.29
(決)昭56. 8. 3
(施)昭56. 8. 3

公共用地課

8052 23 公共用財産引継連絡幹事会56・57
昭和56年度第１回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.30
(決)昭56. 7. 3
(施)昭56. 7. 3

公共用地課

8052 24 公共用財産引継連絡幹事会56・57 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 1
(決)昭56. 5. 1
(施)昭56. 5. 1

公共用地課

8053 1 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第４回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 5.29
(施)昭60. 5.29

公共用地課

8053 2 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第４回公共用財産引継連絡幹事会の開
催について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 4
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 6

公共用地課

8053 3 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第３回公共用財産引継連絡幹事会の開
催について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.20
(決)昭60. 3.20
(施)昭60. 3.22

公共用地課

8053 4 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第３回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3. 9
(施)昭60. 3. 9

公共用地課
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8053 5 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第３回公共用財産引継連絡幹事会の変
更について

昭和５９年度
(起)昭59.11.14
(決)昭59.11.14
(施)昭59.11.14

公共用地課

8053 6 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第３回公共用財産引継連絡幹事会等の
変更について

昭和５９年度
(起)昭59.11.14
(決)昭59.11.14
(施)昭59.11.14

公共用地課

8053 7 公共用財産引継連絡幹事会58・59 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 1
(決)昭59.11. 6
(施)昭59.11. 6

公共用地課

8053 8 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第２回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５９年度
(起)昭59.12.21
(決)昭59.12.22
(施)昭59.12.22

公共用地課

8053 9 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第２回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録案について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 8
(決)昭59.11. 8
(施)昭59.11. 8

公共用地課

8053 10 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第２回公共用財産引継連絡幹事会の開
催について

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 9
(決)昭59. 8. 9
(施)昭59. 8. 9

公共用地課

8053 11 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第１回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.27
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.10. 1

公共用地課

8053 12 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和59年度第１回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.13
(決)昭59. 9.17
(施)昭59. 9.17

公共用地課

8053 13 公共用財産引継連絡幹事会58・59 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 2
(決)昭59. 5. 8
(施)昭59. 5. 8

公共用地課

8053 14 公共用財産引継連絡幹事会58・59 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 2
(施)昭58. 5. 2

公共用地課

8053 15 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第１回公共用財産引継連絡幹事会等の
変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.20
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

公共用地課

8053 16 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第１回公共用財産引継連絡幹事会の変
更について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.20
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

公共用地課

8053 17 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第１回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について（供覧）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.31
(決)昭58. 9. 1
(施)昭58. 9. 1

公共用地課

8053 18 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第１回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.15
(決)昭58. 8.19
(施)昭58. 8.19

公共用地課

8053 19 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第２回公共用財産引継連絡幹事会の開
催について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.15
(決)昭58. 8.16
(施)昭58. 8.16

公共用地課

8053 20 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第２回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 2
(決)昭58.12.12
(施)昭58.12.12

公共用地課

8053 21 公共用財産引継連絡幹事会58・59 公共用財産引継連絡幹事会の開催について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 1
(決)昭58.11. 7
(施)昭58.11. 7

公共用地課

8053 22 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第３回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.18
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.28

公共用地課

8053 23 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第３回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 7
(決)昭59. 6. 7
(施)昭59. 6. 7

公共用地課

8053 24 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第４回公共用財産引継連絡幹事会の開
催について（通知）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 1
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

公共用地課

8053 25 公共用財産引継連絡幹事会58・59
昭和58年度第４回公共用財産引継連絡協議会（幹
事会）の議事録について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 3
(決)昭59. 7. 5
(施)昭59. 7. 5

公共用地課
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8054 1
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

判決の確定について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.30
(決)昭59. 9. 3
(施)昭59. 9. 3

公共用地課

8054 2
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

原告（個人名）に係る土地境界確定請求事件につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.11
(決)昭59. 8.14
(施)昭59. 8.14

公共用地課

8054 3
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

原告（個人名）に係る土地境界確定請求事件にお
いて原告の提出した書証の認否について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 2
(決)昭59. 5. 4

公共用地課

8054 4
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

指定代理人の変更について（依頼） 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 4
(決)昭59. 4. 5
(施)昭59. 4. 5

公共用地課

8054 5
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

原告（個人名）に係る土地境界確定請求事件にお
いて原告の提出した書証の認否について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.26
(決)昭59. 3. 1
(施)昭59. 3. 2

公共用地課

8054 6
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

土地境界確定請求事件（原告（個人名））に係る
答弁書及び訴訟告知書について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.30
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

公共用地課

8054 7
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

土地境界確定請求事件に係る調査結果の回報につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

公共用地課

8054 8
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

土地境界確定請求事件について 昭和５８年度
(起)昭58.10.17
(決)昭58.10.21
(施)昭58.10.21

公共用地課

8054 9
土地境界確定請求事件－富士簡易
裁判所

境界確認の調停申立てに係る意見書の提出につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 5.27
(決)昭58. 6. 2
(施)昭58. 6. 3

公共用地課

8055 1 道路法90条譲与－浜松土木－
公共用財産の用途廃止および道路法第90条第２項
の規定に基づく譲与について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.26
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 3.28

公共用地課

8056 1
相互（建設省・郵政省）所管替－
三島市－

所管換財産受渡証書の授受について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.25
(決)昭58. 4.26
(施)昭58. 4.26

公共用地課

8056 2
相互（建設省・郵政省）所管替－
三島市－

国有財産の相互所管換について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.29
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

公共用地課

8057 1 郵政省相互所管換の件－三島市－ 国有財産の相互所管換について 昭和５９年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 5.21

公共用地課

8058 1
日本国有鉄道の工事に伴う寄付譲
与

日本国有鉄道の工事に伴う建設省所管国有財産の
寄付及び譲与の申請について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 7
(決)昭57. 6. 9
(施)昭57. 6. 9

公共用地課

8058 2
日本国有鉄道の工事に伴う寄付譲
与

打合せ会出席依頼について 昭和５６年度 (収)昭56.10.12
日本国有鉄道静
岡鉄道管理局長

8058 3
日本国有鉄道の工事に伴う寄付譲
与

付替道水路財産整理に伴う現地立会について 昭和５６年度 (収)昭56.11. 6
日本国有鉄道静
岡鉄道管理局長

8059 1
国有地編入について（掛川市杉谷
葛川土地区画整理組合）

国有地編入承認について 昭和５７年度 公共用地課

8060 1
都市計画法第32条の規定に基づく
協議（東名小山カントリー倶楽
部）

都市計画法第32条の規定に基づく協議 昭和５８年度
(起)昭58. 7.11
(決)昭58. 7.18
(施)昭58. 7.18

公共用地課

8061 1 静岡海岸調査業務　調査編
浜名バイパスに於ける汀線観測（昭和55年11月
分）について

昭和５５年度 河川課

8062 1
静岡・清水海岸、海浜地形解析報
告書

静岡海岸・清水海岸・海浜地形解析業務委託報告
書 

昭和５８年度 河川課
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8063 1 災害統計（昭和56年版；55年災） 災害統計（55年災） 昭和５６年度 建設省河川局

8064 1 災害統計（昭和57年版；56年災） 災害統計（56年災） 昭和５７年度 建設省河川局

8065 1 災害・激特写真（逆川） 57災害（二）逆川激特資料集（掛川市） 昭和５７年度 河川課

8066 1 災害・激特写真（瀬戸川） 57災害（二）瀬戸川激特資料（写真）（焼津市） 昭和５７年度 河川課

8067 1 災害・激特写真（潤井川） 昭和54年度潤井川激特写真（富士市） 昭和５４年度 河川課

8068 1
昭和57年発生（台風18号）に係る
河川激甚災害発生報告書

昭和57年度発生河川激特写真帳（瀬戸川）（焼津
市）

昭和５７年度 河川課

8069 1 逆川激特事業　被災写真台帳
昭和57年９月台風18号逆川河川激特事業　被災状
況写真台帳

昭和５７年度 河川課

8070 1 青野川激特事業資料 昭和51年度青野川激特事業（南伊豆町） 昭和５１年度 河川課

8071 1 稲生沢川激特資料 昭和51年度（二）稲生沢川激特資料（南伊豆町） 昭和５１年度 河川課

8072 1 瀬戸川激特資料 昭和57年度（二）瀬戸川激特資料（焼津市他） 昭和５７年度 河川課

8073 1 激特逆川水利検討書 昭和57年度太田川水系県単河川調査委託 昭和５７年度 袋井土木事務所

8073 2 激特逆川水利検討書 昭和57年度県単河川調査委託　その２ 昭和５７年度 袋井土木事務所

8074 1 57.９.12台風第18号災害記録誌 57.9.12台風第18号災害記録誌 昭和５８年度 掛川市役所

8075 1 昭和56年度版海岸統計 昭和56年度版海岸統計作成のための調査について 昭和５６年度 (起)昭56. 8.31 河川課

8076 1 昭和57年度版海岸統計 昭和57年度版海岸統計作成のための調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.24
(決)昭57. 8.30
(施)昭57. 8.30

河川課

8076 2 昭和57年度版海岸統計 昭和57年度版海岸統計作成のための調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 9
(決)昭57. 7.13
(施)昭57. 7.13

河川課

8077 1 昭和58年度版海岸統計 昭和58年度版海岸統計作成について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.23
(決)昭58. 8.25
(施)昭58. 8.26

河川課

8077 2 昭和58年度版海岸統計 昭和58年度版海岸統計作成のための調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.23
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

河川課

8078 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
北遠振興センター（１）

土石流危険渓流諸元表および位置図（北遠振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8079 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
北遠振興センター（２）

土石流危険渓流諸元表および位置図（北遠振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8080 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
熱海振興センター（１）

土石流危険渓流諸元表および位置図（熱海振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課
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8081 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
熱海振興センター（２）

土石流危険渓流諸元表および位置図（熱海振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8082 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
伊豆振興センター

土石流危険渓流諸元表および位置図（伊豆振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8083 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
中遠振興センター（１）

土石流危険渓流諸元表および位置図（中遠振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8084 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
中遠振興センター（２）

土石流危険渓流諸元表および位置図（中遠振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8085 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
東部振興センター（１）

土石流危険渓流諸元表および位置図（東部振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8086 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
東部振興センター（２）

土石流危険渓流諸元表および位置図（東部振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8087 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
中部振興センター

土石流危険渓流諸元表および位置図（中部振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8088 1
土石流危険係留諸元表及び位置図　
西部振興センター

土石流危険渓流諸元表および位置図（西部振興セ
ンター地区）昭和58年６月

昭和５８年度 砂防課

8089 1
日の出・冨士見地区駐車場整備に
ついて

復命書（清水港日の出・富士見駐車場） 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 6 港湾課

8090 1
静清広域都市計画決定（案）協議
書（駒越都市下水路）

静清広域都市計画下水道（駒越敏下水路）の都市
計画決定（変更）の事前協議について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.23
(決)昭56. 6.26
(施)昭56. 6.26

港湾課

8090 2
静清広域都市計画決定（案）協議
書（駒越都市下水路）

港湾における都市施設の都市計画決定についての
協議について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.20
(決)昭56. 5.22
(施)昭56. 5.22

港湾課

8091 1 昭和58年度公共施設状況調査 昭和58年度公共施設状況調査について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.23
(決)昭59. 6.23
(施)昭59. 6.23

港湾課

8092 1 昭和59年度公共施設状況調査 昭和59年度公共施設状況調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 6.26
(施)昭60. 6.26

港湾課

8093 1 昭和60年度公共施設状況調査 昭和60年度公共施設状況調査について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.23
(決)昭61. 7. 3
(施)昭61. 7. 3

港湾課

8094 1 普通交付税の基礎数値の検査 復命書（交付税検査） 昭和５８年度 (起)昭58.10.21 港湾課

8095 1
普通交付税の算定に用いる基礎数
値（１）

昭和58年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.28
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

港湾課

8095 2
普通交付税の算定に用いる基礎数
値（１）

昭和58年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57.12.13 港湾課

8096 1
普通交付税の算定に用いる基礎数
値（２）

昭和58年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.10.27
(決)昭57.10.27
(施)昭57.10.27

港湾課

8096 2
普通交付税の算定に用いる基礎数
値（２）

昭和57年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.28
(決)昭57. 5. 1
(施)昭57. 5. 1

港湾課

8096 3
普通交付税の算定に用いる基礎数
値（２）

昭和57年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.10.26
(決)昭56.10.28
(施)昭56.10.28

港湾課

8096 4
普通交付税の算定に用いる基礎数
値（２）

昭和56年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 6
(決)昭56. 5. 8
(施)昭56. 5. 8

港湾課
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8096 5
普通交付税の算定に用いる基礎数
値（２）

昭和49年度普通交付税の算定に用いる基礎数値に
ついて

昭和４８年度 (起)昭48.10.18 港湾課

8097 1 料金等の実態調査 港湾における料金等の実態調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.27
(決)昭60. 6.29
(施)昭60. 6.29

港湾課

8097 2 料金等の実態調査 港湾における料金等の実態調査について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 2
(決)昭59. 7. 9
(施)昭59. 7. 9

港湾課

8097 3 料金等の実態調査 港湾における料金等の実態調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.12
(決)昭58. 8.15
(施)昭58. 8.15

港湾課

8097 4 料金等の実態調査 港湾における料金等の実態調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.19
(決)昭57. 8.26
(施)昭57. 8.26

港湾課

8097 5 料金等の実態調査 入港料徴収状況について（依頼） 昭和５６年度 (収)昭57. 3. 2
運輸省港湾局管
理課財務係

8097 6 料金等の実態調査 港湾における料金等の実態調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.28
(施)昭56. 7.28

港湾課

8098 1 港湾統計（年報）昭和56年 港湾統計（年報）昭和56年 昭和５７年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8099 1 港湾統計（年報）昭和57年 港湾統計（年報）昭和57年 昭和５８年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8100 1 港湾統計（年報）昭和58年 港湾統計（年報）昭和58年 昭和５９年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8101 1 港湾統計（年報）昭和59年 港湾統計（年報）昭和59年 昭和６０年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8102 1 港湾統計（年報）昭和60年 港湾統計（年報）昭和60年 昭和６１年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8103 1 港湾統計（流動表）昭和56年 港湾統計（流動表）昭和56年 昭和５７年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8104 1 港湾統計（流動表）昭和57年 港湾統計（流動表）昭和57年 昭和５８年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8105 1 港湾統計（流動表）昭和58年 港湾統計（流動表）昭和58年 昭和５９年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8106 1 港湾統計（流動表）昭和59年 港湾統計（流動表）昭和59年 昭和６０年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8107 1 港湾統計（流動表）昭和60年 港湾統計（流動表）昭和60年 昭和６１年度
運輸省大臣官房
情報管理部

8108 1 昭和56年度文書綴 浜名湖航路標識整備検討会 昭和５６年度 (起)昭56.10.13 港湾課

8108 2 昭和56年度文書綴 清水港廃油処理施設等について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.13
(決)昭57. 3.15

港湾課

8108 3 昭和56年度文書綴 港湾環境関係事業の実態調査について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.10
(決)昭57. 3.12
(施)昭57. 3.12

港湾課

8108 4 昭和56年度文書綴 船舶廃油処理の実態調査の方法について 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3.12
(施)昭57. 3.12

港湾課
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8108 5 昭和56年度文書綴
昭和58年度航路標識整備による燈台等設置要望に
関する資料の整備について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 8

港湾課

8108 6 昭和56年度文書綴 廃棄物処理護岸に関する調査の実施について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.19
(決)昭57. 1.25
(施)昭57. 1.25

港湾課

8108 7 昭和56年度文書綴 港湾文化施設に関する再アンケート調査について 昭和５６年度 (起)昭56.12.14 港湾課

8108 8 昭和56年度文書綴 港湾文化施設に関する再アンケート調査について 昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.20
(施)昭56.11.20

港湾課

8108 9 昭和56年度文書綴 地方環境年表の作成について 昭和５６年度 (起)昭56.12.14 港湾課

8108 10 昭和56年度文書綴 昭和56年版環境白書の原稿について 昭和５６年度
(起)昭56.10.27
(決)昭56.10.30
(施)昭56.10.30

港湾課

8108 11 昭和56年度文書綴
田子の浦港公害防止対策事業に係る残存物件につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 9
(決)昭56. 6.11

港湾課

8108 12 昭和56年度文書綴 公害防止計画進行管理に関する調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.22
(施)昭56. 9.22

港湾課

8108 13 昭和56年度文書綴 田子の浦港汚泥処理工法研究会の開催について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.30
(決)昭56. 6.30
(施)昭56. 6.30

港湾課

8108 14 昭和56年度文書綴 緑地等の諸施設に係る維持管理について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.29
(決)昭56. 6. 5

港湾課

8108 15 昭和56年度文書綴 緑化施設の引き継ぎについて 昭和５６年度
(起)昭56. 6.15
(決)昭56. 6.22
(施)昭56. 6.23

港湾課

8108 16 昭和56年度文書綴 海岸環境調和分析調査報告書 昭和５６年度 (起)昭56. 5.28 港湾課

8108 17 昭和56年度文書綴 緑の街づくり事業の実施について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.18 港湾課

8108 18 昭和56年度文書綴 廃油処理施設の利用の促進について 昭和５６年度
(起)昭56. 3.26
(決)昭56. 4. 7
(施)昭56. 4. 7

港湾課

8109 1 昭和57年度文書綴 復命書（松崎港導流燈台移転工事完了検査） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.31 港湾課

8109 2 昭和57年度文書綴 復命書（導流燈台移設について） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.26 港湾課

8109 3 昭和57年度文書綴 港湾調査について 昭和５７年度 (起)昭58. 2.25 港湾課

8109 4 昭和57年度文書綴 緑の街づくり施設緑化事業の実施について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 4
(決)昭58. 3. 4
(施)昭58. 3. 4

港湾課

8109 5 昭和57年度文書綴 昭和58年度生活文化関連事業について 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 2 港湾課

8109 6 昭和57年度文書綴 復命書（第五港湾建設局） 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 1 港湾課

8109 7 昭和57年度文書綴 粉じん調査について 昭和５７年度 (起)昭58. 3. 1 港湾課
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8109 8 昭和57年度文書綴 昭和57年度港湾緑地の管理計画調査について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.17
(決)昭58. 1.17
(施)昭58. 1.18

港湾課

8109 9 昭和57年度文書綴 昭和57年度港湾緑地の管理計画調査について 昭和５７年度
(起)昭57.12.10
(決)昭57.12.10
(施)昭57.12.10

港湾課

8109 10 昭和57年度文書綴
昭和58年度石油貯蔵施設立地対策等交付金交付対
象事業計画について

昭和５７年度
(起)昭57.11.14
(決)昭57.11.14
(施)昭57.11.14

港湾課

8109 11 昭和57年度文書綴 復命書（第２回道路講習会について） 昭和５７年度 (起)昭57.11. 2 港湾課

8109 12 昭和57年度文書綴
昭和58年度石油貯蔵施設立地対策等交付金交付対
象事業計画について

昭和５７年度
(起)昭57.10.30
(決)昭57.10.30
(施)昭57.10.30

港湾課

8109 13 昭和57年度文書綴 復命書（第五港湾建設局） 昭和５７年度 (起)昭57.10.19 港湾課

8109 14 昭和57年度文書綴
昭和57年度静岡県グリーンバンク緑化事業実施希
望について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 7
(決)昭57.10. 8
(施)昭57.10. 8

港湾課

8109 15 昭和57年度文書綴 復命書（廃棄物処理事業に係る工事打合せ） 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 4 港湾課

8109 16 昭和57年度文書綴
港湾工事等に伴い発生する水底土砂の含有量試験
について

昭和５７年度 (起)昭57. 8.26 港湾課

8109 17 昭和57年度文書綴 復命書（伊東港海岸環境整備事業について） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.28 港湾課

8109 18 昭和57年度文書綴 復命書（第五港湾建設局） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.23 港湾課

8109 19 昭和57年度文書綴 公害防止計画進行管理に関する調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.23
(施)昭57. 8.23

港湾課

8109 20 昭和57年度文書綴 公害防止計画進行管理に関する調査について 昭和５７年度 (起)昭57. 8.16 港湾課

8109 21 昭和57年度文書綴 復命書（第五港湾建設局） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.18 港湾課

8109 22 昭和57年度文書綴
港湾環境整備施設（緑地等施設）整備実態調査に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 8.13
(決)昭57. 8.19
(施)昭57. 8.19

港湾課

8109 23 昭和57年度文書綴
港湾環境整備施設（緑地等施設）整備実態調査に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 7
(決)昭57. 6.10
(施)昭57. 6.11

港湾課

8109 24 昭和57年度文書綴
廃棄物処理施設（廃棄物埋立護岸）の公共土木施
設災害復旧事業費国庫負担法の適用について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 8.17

港湾課

8109 25 昭和57年度文書綴
廃棄物処理施設（廃棄物埋立護岸）の公共土木施
設災害復旧事業費国庫負担法の適用について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.22
(決)昭57. 8.24
(施)昭57. 8.24

港湾課

8109 26 昭和57年度文書綴 清水港の底質環境調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.23
(決)昭57. 7.28

港湾課

8109 27 昭和57年度文書綴 電子計算処理申請について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.13
(決)昭57. 7.15
(施)昭57. 8.15

港湾課

8109 28 昭和57年度文書綴
清水港第一水面貯木場の一部水域の一時使用願い
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 5
(決)昭57. 7. 7
(施)昭57. 8. 7

港湾課
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8109 29 昭和57年度文書綴 有害液体物質に関する調査について 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 6 港湾課

8109 30 昭和57年度文書綴 復命書（第五港湾建設局） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.26 港湾課

8109 31 昭和57年度文書綴 復命書（浜松振興センター） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.14 港湾課

8109 32 昭和57年度文書綴 浜名湖一斉清掃運動への協力について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.11 港湾課

8109 33 昭和57年度文書綴 第17回「三保の松原美化運動」の実施について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.23 港湾課

8109 34 昭和57年度文書綴 富士川河口周辺環境整備に係る要望について 昭和５７年度 (起)昭57. 4.30 港湾課

8109 35 昭和57年度文書綴 「要望書」富士川河口周辺環境整備 昭和５７年度 (起)昭57. 4.23 港湾課

8109 36 昭和57年度文書綴 都市公園等における便益施設の設置について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 3
(施)昭57. 4. 3

港湾課

8110 1 昭和58年度文書綴 復命書（富士川右岸地下水監視委員会） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.26 港湾課

8110 2 昭和58年度文書綴 港湾調査について 昭和５８年度 (収)昭59. 3.12
第５港湾建設局
海域整備課長

8110 3 昭和58年度文書綴 廃船処理対策について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.17
(決)昭59. 2.27
(施)昭59. 2.27

港湾課

8110 4 昭和58年度文書綴
海岸環境整備事業にかかる養浜及び遊歩道の管理
について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 9
(決)昭59. 2.10
(施)昭59. 2.10

港湾課

8110 5 昭和58年度文書綴 廃棄物埋立護岸の調査について 昭和５８年度 (収)昭59. 1.17 福岡市港湾局

8110 6 昭和58年度文書綴 復命書（田子の浦港管理事務所） 昭和５８年度 (起)昭59. 1.11 港湾課

8110 7 昭和58年度文書綴 田子の浦港の環境緑化事業について 昭和５８年度
(起)昭58.12.15
(決)昭58.12.16
(施)昭58.12.16

港湾課

8110 8 昭和58年度文書綴 港湾公害防止対策事業の実施状況調査について 昭和５８年度
(起)昭58.12.15
(決)昭58.12.15
(施)昭58.12.16

港湾課

8110 9 昭和58年度文書綴 復命書（建設省甲府工事事務所） 昭和５８年度 (起)昭58.12.10 港湾課

8110 10 昭和58年度文書綴 港湾緑地枯死対策調査について 昭和５８年度
(起)昭58.11.28
(決)昭58.12. 4
(施)昭58.12. 4

港湾課

8110 11 昭和58年度文書綴 港湾整備環境影響調査について 昭和５８年度
(起)昭58.10.22
(決)昭58.10.28
(施)昭58.10.28

港湾課

8110 12 昭和58年度文書綴 復命書（第五港湾建設局） 昭和５８年度 (起)昭58.10.21 港湾課

8110 13 昭和58年度文書綴 公害防止計画進行管理に関する調査について 昭和５８年度
(起)昭58.10.11
(決)昭58.10.13
(施)昭58.10.13

港湾課
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8110 14 昭和58年度文書綴 港湾緑地枯死対策調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.22
(決)昭58. 9.26
(施)昭58. 9.26

港湾課

8110 15 昭和58年度文書綴 港湾管理者の浮遊ゴミ回収実態調査について 昭和５８年度 (収)昭58. 9.13
第５港湾建設局
海域整備課長

8110 16 昭和58年度文書綴 昭和58年版環境白書編成のための原稿について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 8
(決)昭58. 9. 9
(施)昭58. 9. 9

港湾課

8110 17 昭和58年度文書綴 復命書（昭和58年版環境白書の打合せ） 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 4 港湾課

8110 18 昭和58年度文書綴 伊東港港湾測量について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.26
第三管区海上保
安本部水路部長

8110 19 昭和58年度文書綴 自然公園における利用者の安全対策について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.11 生活環境部長

8110 20 昭和58年度文書綴 汚泥除去基準に係わるアンケート調査について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.17
東京都港湾局建
設部長

8110 21 昭和58年度文書綴
廃棄物埋立護岸・受入施設等の整備及び管理運営
方式調について

昭和５８年度 (収)昭58. 8. 8
広島県土木建設
部港湾課長

8110 22 昭和58年度文書綴 緑化推進運動の実施方針について 昭和５８年度 (収)昭58. 8. 4 運輸省港湾局長

8110 23 昭和58年度文書綴 快適環境づくりに関する実態の調査について 昭和５８年度 (収)昭58. 8. 8 大気保全課長

8110 24 昭和58年度文書綴 復命書（田子の浦港管理事務所） 昭和５８年度 (起)昭58. 7.14 港湾課

8110 25 昭和58年度文書綴
廃棄物埋立護岸・受入施設等の整備及び管理運営
方式調について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 4
(決)昭58. 7. 7
(施)昭58. 7. 7

港湾課

8110 26 昭和58年度文書綴
昭和58年度環境緑化推進関係事業実施計画のとり
まとめ結果について

昭和５８年度 (収)昭58. 6.11
自然保護課緑化
事業係

8110 27 昭和58年度文書綴
第９回有害底質の処理処分に関する日米専門家会
議の参加者募集について

昭和５８年度 (収)昭58. 6. 9
運輸省港湾局環
境整備課長

8110 28 昭和58年度文書綴 復命書（第五港湾建設局） 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 6 港湾課

8110 29 昭和58年度文書綴 復命書（建設省甲府工事事務所） 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 1 港湾課

8110 30 昭和58年度文書綴 復命書（田子の浦港管理事務所） 昭和５８年度 (起)昭58. 4. 6 港湾課

8110 31 昭和58年度文書綴 地方環境年表の資料作成について 昭和５８年度 (収)昭58. 4.18 大気保全課長

8110 32 昭和58年度文書綴 復命書（熱海土木事務所） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.11 港湾課

8110 33 昭和58年度文書綴 復命書（清水港管理局） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.12 港湾課

8110 34 昭和58年度文書綴 復命書（田子の浦港管理事務所） 昭和５８年度 (起)昭58. 4. 8 港湾課
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8111 1
ケーソン製作ヤード（民有）の使
用料の算定調査

ケーソンヤード実態調査について（依頼） 昭和５８年度
(起)昭58.11.21
(決)昭58.11.26
(施)昭58.11.26

港湾課

8112 1 鈴木自動車工業（株）工事着手届
静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱に
基づく工事着手届

昭和５９年度 (収)昭59.11.26
鈴木自動車工業
株式会社

8113 1
鈴木自動車工業（株）防災工事着
手届

進達書（防災工事着手届） 昭和５９年度 (収)昭59.11.14 大須賀町長

8114 1 鈴木自動車工業（株）工事完了届 防災工事完了届について 昭和５９年度 (起)昭59.12.25 土地対策課

8115 1
鈴木自動車工業（株）防災工事完
了届

土地利用事業に係る現地調査（査察）の結果につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.12.18
(決)昭59.12.19
(施)昭59.12.20

土地対策課

8116 1
鈴木自動車工業（株）更正報告書
（完了検査）

鈴木自動車工業（株）大須賀工場拡張事業工事完
了届の受理について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

土地対策課

8117 1
鈴木自動車工業（株）大須賀工場
拡張工事承認申請書

土地利用実施計画承認申請書（鈴木自動車工業株
式会社）

昭和５９年度 土地対策課

8118 1 宅地供給策
宅地供給策の検討（58年度分）結果報告書（要約
書）土地問題分科会（資料集）

昭和５８年度 土地対策課

8119 1
都市局所管補助事業完了実績報告
書（静岡市・清水市）

昭和58年度都市局所管補助事業等年度終了実績報
告書（静岡市）

昭和５９年度 下水道課

8119 2
都市局所管補助事業完了実績報告
書（静岡市・清水市）

昭和58年度都市局所管補助事業等完了実績報告書
（清水市）

昭和５９年度 下水道課

8120 1
都市局所管補助事業完了実績報告
書（浜松市・浜北市・湖西市・浜
名郡）

昭和58年度都市局所管補助事業等完了実績報告書
（浜松市）

昭和５９年度 下水道課

8120 2
都市局所管補助事業完了実績報告
書（浜松市・浜北市・湖西市・浜
名郡）

事業完了実績報告書の提出について（浜北市） 昭和５９年度 下水道課

8120 3
都市局所管補助事業完了実績報告
書（浜松市・浜北市・湖西市・浜
名郡）

昭和58年度都市局所管補助事業等完了実績報告書
（湖西市）

昭和５９年度 下水道課

8120 4
都市局所管補助事業完了実績報告
書（浜松市・浜北市・湖西市・浜
名郡）

昭和58年度都市局所管補助事業完了実績報告書の
提出について（可美村）

昭和５９年度 下水道課

8120 5
都市局所管補助事業完了実績報告
書（浜松市・浜北市・湖西市・浜
名郡）

昭和58年度都市局所管補助事業等完了実績報告書
（舞阪町）

昭和５９年度 下水道課

8120 6
都市局所管補助事業完了実績報告
書（浜松市・浜北市・湖西市・浜
名郡）

昭和58年度都市局所管補助事業等完了実績報告書
の提出について（雄踏町）

昭和５９年度 下水道課

8121 1 会計検査資料
復命書（建設省所管昭和57、58年度会計実施検査
受検状況について）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.10 住宅建築課

8121 2 会計検査資料 会計検査情報について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

住宅建築課

8121 3 会計検査資料 会計検査情報について 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 3
(施)昭59. 2. 3

住宅建築課
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8121 4 会計検査資料 会計検査について 昭和５８年度 (起)昭59. 1.25 住宅建築課

8122 1
営繕工事電気設備工事歩掛り標準
暫定版

営繕工事電気設備工事歩掛り標準暫定版 昭和５８年度 住宅建築課

8123 1
建築工事設備工事積算要領（Ⅱ）
電気設備工事積算要領公共住宅電
気設備工事積算基礎

建築工事設備工事積算要領（Ⅱ） 昭和５８年度 住宅建築課

8123 2
建築工事設備工事積算要領（Ⅱ）
電気設備工事積算要領公共住宅電
気設備工事積算基礎

電気設備工事積算要領 昭和５８年度 住宅建築課

8123 3
建築工事設備工事積算要領（Ⅱ）
電気設備工事積算要領公共住宅電
気設備工事積算基礎

公共住宅電気設備工事積算基礎 昭和５８年度 住宅建築課

8124 1
建築工事設備工事積算要領（Ⅱ）
機械設備工事積算要領公共住宅機
械設備工事積算基礎

建築工事設備工事積算要領（Ⅱ）機械設備工事積
算要領公共住宅機械設備工事積算基礎

昭和５８年度 住宅建築課

8125 1 建築工事用器材の三者比較表 三者の比較表（厚鋼電線管、薄鋼電線管、他） 昭和５８年度 住宅建築課

8125 2 建築工事用器材の三者比較表 三者の比較表（配管工事、保温工事他） 昭和５８年度 住宅建築課

8126 1
建築工事　県・標準・営繕協会・
事連協歩掛り比較対照表

工事箇所別比較対照表 昭和５８年度 住宅建築課

8127 1
建築工事共通仕様書及び積算基準
検討結果

建築工事共通仕様書及び積算基準検討結果報告会 昭和５９年度 住宅建築課

8128 1 静岡県歳入歳出決算書 昭和57年度静岡県歳入歳出決算書 昭和５８年度 議事課

8128 2 静岡県歳入歳出決算書 昭和58年度静岡県歳入歳出決算書 昭和５９年度 議事課

8129 1
静岡沓谷職員住宅建設工事請負契
約書

竣工検査復命書 昭和５６年度 (起)昭56. 7.17 住宅建築課

8129 2
静岡沓谷職員住宅建設工事請負契
約書

委託業務完了報告書 昭和５６年度 (収)昭56. 6.30
大石建築設計事
務所

8129 3
静岡沓谷職員住宅建設工事請負契
約書

委託業務実施計画書 昭和５６年度 (収)昭56. 5. 2
大石建築設計事
務所

8129 4
静岡沓谷職員住宅建設工事請負契
約書

業務等委託契約書 昭和５６年度 (収)昭56. 5. 2
大石建築設計事
務所

8129 5
静岡沓谷職員住宅建設工事請負契
約書

入札結果表 昭和５６年度 (施)昭56. 5. 1 住宅建築課

8129 6
静岡沓谷職員住宅建設工事請負契
約書

随意契約執行伺 昭和５６年度 (施)昭56. 4.24 住宅建築課

8129 7
静岡沓谷職員住宅建設工事請負契
約書

指名参考意見書 昭和５６年度 (施)昭56. 4.24 住宅建築課
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8130 1 静岡沓谷職員住宅入札執行伺 入札執行伺 昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.30
(施)昭56. 8.14

住宅建築課

8131 1
静岡沓谷職員住宅建築工事建設工
事請負契約書

建設工事請負契約書 昭和５６年度 (施)昭56. 4.24 住宅建築課

8132 1
静岡沓谷職員住宅建設工事変更請
負契約書

建設工事変更請負契約書 昭和５６年度 (施)昭56.11.16 住宅建築課

8133 1
地方職員共済組合職員住宅建設工
事変更について

地方職員共済組合職員住宅建設工事変更について 昭和５６年度
(起)昭56.11. 9
(決)昭56.11.11
(施)昭56.11.12

住宅建築課

8134 1
静岡沓谷職員住宅建設工事変更請
負契約書

建設工事変更請負契約書 昭和５６年度 (施)昭57. 2.10 住宅建築課

8135 1
地方職員共済組合職員住宅建設工
事変更について

地方職員共済組合職員住宅建設工事変更について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 8

住宅建築課

8136 1
静岡沓谷職員住宅畳工事工事請負
契約書

建設工事請負契約書 昭和５６年度 (施)昭56.11.20 住宅建築課

8137 1 静岡沓谷職員住宅畳工事 入札結果表 昭和５６年度 (施)昭56.11.19 住宅建築課

8137 2 静岡沓谷職員住宅畳工事 入札執行伺 昭和５６年度 (起)昭56.10.21 住宅建築課

8138 1 地域総合整備事業債申請書 昭和57年度地域総合整備事業債申請書 昭和５７年度 財政課

8139 1 地域総合整備事業計画 地域総合整備債資料の提出について 昭和５９年度 (起)昭59. 7.28 財政課

8139 2 地域総合整備事業計画 地域総合整備債起債計画書の提出について 昭和５９年度
(起)昭59.10.13
(決)昭59.10.13

財政課

8140 1 地域総合整備事業起債計画書
地域総合整備事業起債計画書（勤労者総合福祉会
館（仮称）建設事業他）

昭和５９年度 財政課

8141 1
寄付行為認可、幼稚園設置認可、
設置者変更認可等

学校法人服織学園ほか１法人設立のための寄付行
為認可その他について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.17
(決)昭57. 3.18
(施)昭57. 3.18

私学振興室

8142 1 園則変更、収容定員変更認可
麻機幼稚園及び葉梨幼稚園の園則変更（収容定員
の変更）認可について

昭和５６年度
(起)昭56.10.12
(決)昭56.10.20
(施)昭56.10.20

私学振興室

8143 1 私立幼稚園設置者変更等認可
静岡星光幼稚園設置者変更、同園園則変更、布橋
幼稚園廃止及び学校法人無憂樹学園寄付行為変更
の認可について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.16
(決)昭56. 7.17
(施)昭56. 7.17

私学振興室

8144 1
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人江尻幼稚園寄付行為変更認可について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.19
(施)昭57. 3.19

私学振興室

8144 2
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人鷲巣幼稚園寄付行為変更認可について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56.11. 2
(決)昭56.11. 2
(施)昭56.11. 2

私学振興室

8144 3
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人補陀学園寄付行為変更認可について（う
かがい）

昭和５６年度
(起)昭56.10.14
(決)昭56.10.14
(施)昭56.10.14

私学振興室

8144 4
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人志都呂学園寄付行為の変更認可について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.22
(決)昭56. 9.22
(施)昭56. 9.22

私学振興室
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8144 5
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人さくら幼稚園寄付行為の変更認可につい
て（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 7
(決)昭56. 9. 8
(施)昭56. 9. 8

私学振興室

8144 6
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人橘学園寄付行為の変更認可について（う
かがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.27
(施)昭56. 7.28

私学振興室

8144 7
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人静岡聖母学園寄付行為の変更認可につい
て（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.27
(施)昭56. 7.27

私学振興室

8144 8
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人高洲学園寄付行為の変更認可について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 4
(決)昭56. 7. 4
(施)昭56. 7. 4

私学振興室

8144 9
寄付行為変更認可申請書（幼稚
園）

学校法人有度幼稚園寄付行為の変更認可について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.23
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.27

私学振興室

8145 1
宗教法人規則変更承認綴　No.１
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 8.31
(施)昭56. 9. 2

学事文書課

8145 2
宗教法人規則変更承認綴　No.１
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 5
(決)昭56. 8. 6
(施)昭56. 8. 6

学事文書課

8145 3
宗教法人規則変更承認綴　No.１
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.29
(決)昭56. 7.29
(施)昭56. 7.29

学事文書課

8145 4
宗教法人規則変更承認綴　No.１
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.22
(決)昭56. 7.27
(施)昭56. 7.27

学事文書課

8145 5
宗教法人規則変更承認綴　No.１
（解散、合併含む）

宗教法人規則変更認証について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 6
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.13

学事文書課

8145 6
宗教法人規則変更承認綴　No.１
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について 昭和５６年度
(起)昭56. 3.26
(決)昭56. 3.31
(施)昭56. 4. 1

学事文書課

8145 7
宗教法人規則変更承認綴　No.１
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 5. 8
(決)昭56. 5. 9
(施)昭56. 5. 9

学事文書課

8145 8
宗教法人規則変更承認綴　No.１
（解散、合併含む）

宗教法人の解散の認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.22
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 4.30

学事文書課

8146 1
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.19
(決)昭56. 9.25
(施)昭56. 9.25

学事文書課

8146 2
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.10
(決)昭56.10.13
(施)昭56.10.13

学事文書課

8146 3
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56.10. 5
(決)昭56.10.22
(施)昭56.10.22

学事文書課

8146 4
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人の解散の認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56.10.22
(施)昭56.10.23

学事文書課

8146 5
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.24
(決)昭56.10.24
(施)昭56.10.24

学事文書課

8146 6
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56.10.27
(決)昭56.11. 6
(施)昭56.11. 7

学事文書課

8146 7
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(決)昭56.11.11
(施)昭56.11.11

学事文書課

8146 8
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則認証申請書の返戻について 昭和５６年度
(起)昭56.12.12
(決)昭56.12.14
(施)昭56.12.14

学事文書課
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8146 9
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則認証申請書の受理について（未施
行）

昭和５６年度
(起)昭56.10.16
(決)昭56.10.17

学事文書課

8146 10
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

学事文書課

8146 11
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人の解散の認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.25

学事文書課

8146 12
宗教法人規則変更承認綴　No.２
（解散、合併含む）

宗教法人規則認証申請書の返戻について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.11
(決)昭56. 1.12
(施)昭56. 1.12

学事文書課

8147 1
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.28
(決)昭57. 1.29
(施)昭57. 1.29

学事文書課

8147 2
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.29
(施)昭57. 1.29

学事文書課

8147 3
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 9
(決)昭57. 2.13
(施)昭57. 2.13

学事文書課

8147 4
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人合併認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 9
(決)昭57. 2.18
(施)昭57. 2.18

学事文書課

8147 5
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証について（うかがい） 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3. 6
(施)昭57. 3. 6

学事文書課

8147 6
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 3
(決)昭57. 3. 6
(施)昭57. 3. 6

学事文書課

8147 7
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.10
(決)昭57. 3.15
(施)昭57. 3.15

学事文書課

8147 8
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.25
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

学事文書課

8147 9
宗教法人規則変更承認綴　No.３
（解散、合併含む）

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.27
(決)昭57. 3.30
(施)昭57. 3.30

学事文書課

8148 1 昭和56年度宗教法人規則等認証綴 宗教法人規則の認証について「大本浜松分苑」 昭和５６年度
(起)昭56. 5.15
(決)昭56. 5.19
(施)昭56. 5.20

学事文書課

8148 2 昭和56年度宗教法人規則等認証綴 宗教法人規則認証申請書の受理について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.13
(決)昭56. 3.19
(施)昭56. 3.19

学事文書課

8148 3 昭和56年度宗教法人規則等認証綴 宗教法人規則の認証について「如意健信会」 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 2
(決)昭56. 6. 3
(施)昭56. 6. 3

学事文書課

8148 4 昭和56年度宗教法人規則等認証綴 宗教法人規則認証申請書の受理について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 7
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.21

学事文書課

8148 5 昭和56年度宗教法人規則等認証綴
宗教法人規則の認証について「日本イエスキリス
ト教団富士宮星山教会」

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 2
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

学事文書課

8148 6 昭和56年度宗教法人規則等認証綴 宗教法人規則認証申請書の受理について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 7
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.20

学事文書課

8149 1 寄付行為認可申請書　No.１ 私立幼稚園の設置・廃止等の認可について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.16
(決)昭58. 3.16
(施)昭58. 3.17

学事文書課

8150 1 寄付行為認可申請書　No.２
私立幼稚園の設置・廃止等の認可について（案の
17）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.16
(決)昭58. 3.16
(施)昭58. 3.17

学事文書課
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8151 1
設置者変更、園則変更（収容定員
の変更）認可

弘香幼稚園設置者変更認可及び愛鷹幼稚園ほか１
カ園の園則変更認可について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

学事文書課

8152 1 寄付行為変更認可申請書
学校法人日本軽金属白浜幼稚園の寄附行為変更認
可について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 3.28

学事文書課

8152 2 寄付行為変更認可申請書
学校法人みなと幼稚園外３学校法人の寄附行為変
更認可について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.30
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 7.30

学事文書課

8152 3 寄付行為変更認可申請書 学校法人蒲学園寄附行為変更認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.27
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.27

学事文書課

8153 1
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.15
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.17

学事文書課

8153 2
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の認証について（うかがい） 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 4
(決)昭57. 5. 8
(施)昭57. 5. 8

学事文書課

8153 3
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則認証申請書の受理について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.18
(決)昭57. 2.27
(施)昭57. 2.27

学事文書課

8153 4
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 4.30
(決)昭57. 5.11
(施)昭57. 5.11

学事文書課

8153 5
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の認証について（うかがい） 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 4
(決)昭57. 5.14
(施)昭57. 5.15

学事文書課

8153 6
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則認証申請書の受理について 昭和５７年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 5. 4
(施)昭57. 5. 4

学事文書課

8153 7
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.21
(決)昭57. 5.24
(施)昭57. 5.24

学事文書課

8153 8
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.20
(決)昭57. 5.24
(施)昭57. 5.24

学事文書課

8153 9
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の解散の認証について（うかがい） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.24
(決)昭57. 6. 3
(施)昭57. 6. 4

学事文書課

8153 10
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.25
(決)昭57. 6. 4
(施)昭57. 6. 4

学事文書課

8153 11
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 2
(決)昭57. 6.10
(施)昭57. 6.10

学事文書課

8153 12
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の認証について（うかがい） 昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 6.21
(施)昭57. 6.24

学事文書課

8153 13
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則認証申請書の受理について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.14
(決)昭57. 4.20
(施)昭57. 6.21

学事文書課

8153 14
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則の認証について（うかがい） 昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 6.21
(施)昭57. 6.29

学事文書課

8153 15
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人規則認証申請書の受理について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(決)昭57. 4.12
(施)昭57. 6.21

学事文書課

8154 1
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 7.30

学事文書課

8154 2
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.26
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 7.30

学事文書課
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8154 3
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則の変更認証申請について（うかが
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 7.30

学事文書課

8154 4
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則の変更認証について（伺い） 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 9 学事文書課

8154 5
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則の認証について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.25
(施)昭57. 8.27

学事文書課

8154 6
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則の認証について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 4
(決)昭57. 9. 6
(施)昭57. 9. 6

学事文書課

8154 7
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則認証申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.22
(決)昭57. 7.26
(施)昭57. 7.26

学事文書課

8154 8
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.18

学事文書課

8154 9
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.18

学事文書課

8154 10
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の認証について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.18

学事文書課

8154 11
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則認証申請書の受理について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 4
(施)昭57. 7.12

学事文書課

8154 12
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.24
(施)昭57. 9.29

学事文書課

8154 13
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.25
(施)昭57. 9.29

学事文書課

8154 14
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 4
(施)昭57.10. 5

学事文書課

8154 15
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 4
(施)昭57.10. 5

学事文書課

8154 16
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の合併の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 5
(施)昭57.10.14

学事文書課

8154 17
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 4
(施)昭57.11. 8

学事文書課

8154 18
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人規則の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 5
(施)昭57.11. 9

学事文書課

8154 19
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.11.10
(施)昭57.11.11

学事文書課

8155 1
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(施)昭57.11.16

学事文書課

8155 2
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(施)昭57.11.16

学事文書課

8155 3
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.11.17
(施)昭57.11.17

学事文書課

8155 4
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.11.17
(施)昭57.11.25

学事文書課
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8155 5
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人規則の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.12.16
(決)昭57.12.20
(施)昭57.12.21

学事文書課

8155 6
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人規則認証申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭57.12. 1
(施)昭57.12. 3

学事文書課

8155 7
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

取下げ書 昭和５７年度 (収)昭58. 2.17 平和寺本山

8155 8
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.12
(施)昭58. 2.15

学事文書課

8155 9
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更認証申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭57.12.17
(施)昭57.12.18

学事文書課

8155 10
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.24
(施)昭58. 1.28

学事文書課

8155 11
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭57.11.24
(施)昭57.12.13

学事文書課

8155 12
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人規則の認証について 昭和５７年度
(起)昭57.12.22
(決)昭57.12.24
(施)昭57.12.24

学事文書課

8155 13
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人規則認証申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭57.12.16
(施)昭57.12.18

学事文書課

8155 14
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の合併の認証について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.15
(施)昭58. 2.17

学事文書課

8155 15
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の合併の申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.12
(施)昭58. 2.15

学事文書課

8155 16
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の合併の認証について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.28

学事文書課

8155 17
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の合併の申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.14
(施)昭58. 2.21

学事文書課

8155 18
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(施)昭58. 3.24

学事文書課

8155 19
昭和57年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.19
(施)昭58. 3.19

学事文書課

8156 1
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の認証について「中町浅間神社」 昭和５８年度
(起)昭58. 6.23
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

学事文書課

8156 2
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.11
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.21

学事文書課

8156 3
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証について「うさみ観音
寺」

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 9
(決)昭58. 7.13
(施)昭58. 7.14

学事文書課

8156 4
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 2
(決)昭58. 7. 5
(施)昭58. 7. 5

学事文書課

8156 5
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証について「若宮八幡神
社」

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 5
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 8

学事文書課

8156 6
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 9
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

学事文書課
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8156 7
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証について静岡天満宮」 昭和５８年度
(起)昭58. 7.14
(決)昭58. 7.15
(施)昭58. 7.16

学事文書課

8156 8
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 9
(決)昭58. 7.14
(施)昭58. 7.14

学事文書課

8156 9
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証について「神部神社・
浅間神社・大歳御祖神社」

昭和５８年度
(起)昭58. 7.14
(決)昭58. 7.15
(施)昭58. 7.16

学事文書課

8156 10
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 9
(決)昭58. 7.14
(施)昭58. 7.14

学事文書課

8156 11
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の認証について「光徳大神宮浜北
分宮」

昭和５８年度
(起)昭58.11.17
(決)昭58.11.26
(施)昭58.11.26

学事文書課

8156 12
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.29
(決)昭58.11.17
(施)昭58.11.17

学事文書課

8157 1
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について「大蔵寺」 昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.13
(施)昭58. 4.13

学事文書課

8157 2
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.12

学事文書課

8157 3
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について「天明教」 昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

学事文書課

8157 4
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.14

学事文書課

8157 5
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について「大石寺」 昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

学事文書課

8157 6
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.13
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.14

学事文書課

8157 7
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について「生長の
家」

昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

学事文書課

8157 8
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.12
(決)昭58. 3.16
(施)昭58. 3.16

学事文書課

8157 9
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について「神道修成
派天白教会」

昭和５８年度
(起)昭58. 4.21
(決)昭58. 4.22
(施)昭58. 4.22

学事文書課

8157 10
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.19
(決)昭58. 4.20
(施)昭58. 4.21

学事文書課

8157 11
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について「神明神
社」

昭和５８年度
(起)昭58. 4.28
(決)昭58. 5. 6
(施)昭58. 5. 7

学事文書課

8157 12
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.21
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

学事文書課

8157 13
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の認証について「開拓神社」 昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 7. 1
(施)昭58. 7. 2

学事文書課

8157 14
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

学事文書課

8157 15
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の合併の認証について「善正寺」 昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

学事文書課
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8157 16
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の合併認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.12
(決)昭58. 5.18
(施)昭58. 5.19

学事文書課

8157 17
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更申請の受理について「最林
寺」

昭和５８年度
(起)昭58. 5.16
(決)昭58. 5.17
(施)昭58. 5.19

学事文書課

8157 18
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

学事文書課

8157 19
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証について「カトリック
聖ベルナルド女子修道会」

昭和５８年度
(起)昭58. 5.21
(決)昭58. 5.23
(施)昭58. 5.23

学事文書課

8157 20
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.20
(施)昭58. 5.20

学事文書課

8157 21
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証について「野原神社」 昭和５８年度
(起)昭58. 6.24
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

学事文書課

8157 22
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.13
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.21

学事文書課

8157 23
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証について「三嶋大社」 昭和５８年度
(起)昭58. 6.24
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

学事文書課

8157 24
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.13
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.21

学事文書課

8158 1
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の解散の認証について「たちばな教会」 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 2
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

学事文書課

8158 2
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の解散の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.19
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

8158 3
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証について「日本基督教
団静岡一番町教会」

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

学事文書課

8158 4
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.19
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

8158 5
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証について「東海高野山
大日寺」

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 1
(決)昭58. 8. 3
(施)昭58. 8. 3

学事文書課

8158 6
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.21
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

学事文書課

8158 7
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証について「三寳神社」 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 9
(決)昭58. 8.12
(施)昭58. 8.12

学事文書課

8158 8
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.21
(決)昭58. 8. 9
(施)昭58. 8. 9

学事文書課

8158 9
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証について「天理教嶽治
分教会」

昭和５８年度
(起)昭58. 9.20
(決)昭58. 9.22
(施)昭58. 9.22

学事文書課

8158 10
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.12
(決)昭58. 9.19
(施)昭58. 9.20

学事文書課

8158 11
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の認証について「喜峰院」 昭和５８年度
(起)昭59. 1.26
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

学事文書課

8158 12
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.24
(決)昭58. 8.29
(施)昭58. 8.30

学事文書課
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8158 13
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の認証について「天理教手越原分
教会」

昭和５８年度
(起)昭58. 9.20
(決)昭58. 9.22
(施)昭58. 9.22

学事文書課

8158 14
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.12
(決)昭58. 9.19
(施)昭58. 9.20

学事文書課

8158 15
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証について「パーフェク
トリバティ教団静岡教会」

昭和５８年度
(起)昭58. 9.29
(決)昭58.10. 5
(施)昭58.10. 5

学事文書課

8158 16
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.24
(決)昭58. 9.28
(施)昭58. 9.29

学事文書課

8158 17
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の認証について「恩幸山合生会」 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 7
(決)昭59. 1.11
(施)昭59. 1.12

学事文書課

8158 18
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.29
(決)昭59. 1. 7
(施)昭59. 1. 7

学事文書課

8158 19
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証について「熊野神社」 昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 9
(施)昭58.11. 9

学事文書課

8158 20
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58.10.26
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 4

学事文書課

8159 1
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「世界神道教
芳川教会」

昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 9
(施)昭58.11. 9

学事文書課

8159 2
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58.10.26
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 4

学事文書課

8159 3
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「世界神道教
大井教会」

昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 9
(施)昭58.11. 9

学事文書課

8159 4
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58.10.26
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 4

学事文書課

8159 5
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「光明寺」 昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 8
(施)昭58.11. 8

学事文書課

8159 6
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 2
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 4

学事文書課

8159 7
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「天理教錦春
分教会」

昭和５８年度
(起)昭58.12.16
(決)昭58.12.27
(施)昭58.12.27

学事文書課

8159 8
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58.11.26
(決)昭58.12. 9
(施)昭58.12. 9

学事文書課

8159 9
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の認証について「白葉会」 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 7
(決)昭59. 1.11
(施)昭59. 1.12

学事文書課

8159 10
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭58.12.16
(決)昭58.12.27
(施)昭58.12.28

学事文書課

8159 11
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「教興寺」 昭和５８年度
(起)昭59. 1.28
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

学事文書課

8159 12
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.20
(決)昭59. 1.26
(施)昭59. 1.26

学事文書課

8159 13
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「愛宕神社」 昭和５８年度
(起)昭59. 2.17
(決)昭59. 2.20
(施)昭59. 2.20

学事文書課
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8159 14
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.13
(決)昭59. 2.14
(施)昭59. 2.14

学事文書課

8159 15
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「須賀神社」 昭和５８年度
(起)昭59. 2.17
(決)昭59. 2.20
(施)昭59. 2.20

学事文書課

8159 16
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.13
(決)昭59. 2.14
(施)昭59. 2.14

学事文書課

8159 17
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「天理教東天
水分教会」

昭和５８年度
(起)昭59. 2.17
(決)昭59. 2.20
(施)昭59. 2.20

学事文書課

8159 18
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.13
(決)昭59. 2.14
(施)昭59. 2.14

学事文書課

8159 19
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「天理教東天
水分教会」

昭和５８年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

学事文書課

8159 20
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

学事文書課

8159 21
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「来迎院」 昭和５８年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

学事文書課

8159 22
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

学事文書課

8159 23
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証について「善正寺」 昭和５８年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

学事文書課

8159 24
昭和58年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

学事文書課

8160 1
専修学校各種学校設置計画承認伺
綴

専修学校の設置計画の承認について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.12.20
(決)昭59.12.21
(施)昭59.12.21

私学振興室

8160 2
専修学校各種学校設置計画承認伺
綴

専修学校の設置計画の承認について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

私学振興室

8161 1
専修学校各種学校設置廃止等認可
伺書綴　No.１

専修学校の設置認可並びに専修学校及び各種学校
の廃止認可について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

私学振興室

8162 1
専修学校各種学校設置廃止等認可
伺書綴　No.２

私立学校法第64条第４項の法人設立のための寄附
行為認可、専修学校の設置者変更認可、専修学校
の設置認可、専修学校の目的変更認可及び各種学
校の廃止認可について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59.12.20
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.24

私学振興室

8163 1
準学校法人の寄付行為変更認可関
係綴

学校法人名古屋大原学園の寄附行為変更認可につ
いて（回答）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.21
(決)昭59. 7.23
(施)昭59. 7.23

私学振興室

8163 2
準学校法人の寄付行為変更認可関
係綴

学校法人藤江学園の寄附行為変更認可について
（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

私学振興室

8163 3
準学校法人の寄付行為変更認可関
係綴

学校法人静岡県東部理容美容学園の寄附行為変更
認可について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 6
(決)昭59. 8. 7
(施)昭59. 8. 7

私学振興室

8163 4
準学校法人の寄付行為変更認可関
係綴

学校法人笹田学園の寄附行為変更認可について
（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.17
(決)昭59. 9.19
(施)昭59. 9.19

私学振興室

8163 5
準学校法人の寄付行為変更認可関
係綴

学校法人福寿の寄附行為変更認可について（伺
い）

昭和５９年度
(起)昭59.12.22
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.24

私学振興室
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8164 1
浜松情報専門学校設置寄付行為変
更認可申請書

学校法人静岡県自動車学園の寄附行為変更認可に
ついて（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59.12.22
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.24

私学振興室

8165 1
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.１

準学校法人設立のための寄付行為認可、専修学校
設置認可および各種学校設置者変更認可並びに各
種学校廃止認可について

昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8165 2
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.１

学校法人福寿設立のための寄附行為について 昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8165 3
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.１

プロスペラ学院外国語専門学校（専修学校）設置
について

昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8166 1
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.２

専門学校沼津コンピュータ学院（専修学校）設置
について

昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8166 2
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.２

東海福祉専門学校（専修学校）設置について 昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8167 1
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.３

浜松歯科衛生士専門学校（専修学校）設置認可に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8168 1
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.４

浜松市医師会看護高等専修学校（専修学校）設置
について

昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8168 2
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.４

袋井珠算学校（各種学校）の設置者変更について 昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8168 3
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.４

沼津女子高等学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8168 4
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.４

山梨洋裁学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8168 5
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.４

双葉文化学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8168 6
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.４

鴨江洋裁学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8168 7
準学校法人設立のための寄付行為
認可他　No.４

社団法人浜松市医師会附属準看護学院の廃止につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

学事文書課

8169 1
専修学校および各種学校の設置認
可並びに各種学校の廃止認可につ
いて

専修学校および各種学校の設置認可並びに各種学
校の廃止認可について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

学事文書課

8169 2
専修学校および各種学校の設置認
可並びに各種学校の廃止認可につ
いて

沼津情報専門学校（専修学校）設置について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

学事文書課

8169 3
専修学校および各種学校の設置認
可並びに各種学校の廃止認可につ
いて

松風文化和裁学院（各種学校）設置について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

学事文書課

8169 4
専修学校および各種学校の設置認
可並びに各種学校の廃止認可につ
いて

光文化服装学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

学事文書課

8169 5
専修学校および各種学校の設置認
可並びに各種学校の廃止認可につ
いて

二俣文化学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

学事文書課
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8169 6
専修学校および各種学校の設置認
可並びに各種学校の廃止認可につ
いて

池田編物技芸学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

学事文書課

8169 7
専修学校および各種学校の設置認
可並びに各種学校の廃止認可につ
いて

浦川和洋裁女子学園（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

学事文書課

8169 8
専修学校および各種学校の設置認
可並びに各種学校の廃止認可につ
いて

川島工業学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.18
(施)昭58. 3.22

学事文書課

8170 1
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

専修学校及び各種学校の廃止について（認可） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 2
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

渡辺ドレスメーカー服飾専門学校（専修学校）の
廃止について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 3
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

さかえ洋裁学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 4
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

相原高等洋裁学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 5
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

静岡洋裁専門学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 6
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

双葉ドレスメーカー女学院（専修学校）の廃止に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 7
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

静岡川口料理学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 8
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

静岡栄養科理学校（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 9
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

藤枝ノーブル洋裁学院（各種学校）の廃止につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 10
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

杉山ドレスメーカー女学院（各種学校）の廃止に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 11
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

さゆり文化学院（各種学校）の廃止について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8170 12
専修学校及び各種学校の廃止につ
いて（認可）

ひまわり編物技芸専門学院（各種学校）の廃止に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

学事文書課

8171 1
各種学校の廃止認可について（認
可）

各種学校の廃止認可について（認可） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.25
(施)昭56. 7.25

学事文書課

8171 2
各種学校の廃止認可について（認
可）

三島編物技芸学院（各種学校）の廃止認可につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.25
(施)昭56. 7.25

学事文書課

8171 3
各種学校の廃止認可について（認
可）

中遠高等編物専門学院（各種学校）の廃止につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.25
(施)昭56. 7.25

学事文書課

8171 4
各種学校の廃止認可について（認
可）

袋井編物技芸学院（各種学校）の廃止認可につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.25
(施)昭56. 7.25

学事文書課

8171 5
各種学校の廃止認可について（認
可）

山下編物技芸学院（各種学校）の廃止認可につい
て

昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.25
(施)昭56. 7.25

学事文書課
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8172 1
専修学校の課程設置認可及び各種
学校の廃止認可について

専修学校の課程設置認可及び各種学校の廃止認可
について

昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.20
(施)昭56.10.20

学事文書課

8172 2
専修学校の課程設置認可及び各種
学校の廃止認可について

静岡文化服装専門学校（専修学校）の専門課程
（商業実務）設置認可について

昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.20
(施)昭56.10.20

学事文書課

8172 3
専修学校の課程設置認可及び各種
学校の廃止認可について

栄光タイプビジネス専門学校（専修学校）の専門
課程設置認可ついて

昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.20
(施)昭56.10.20

学事文書課

8172 4
専修学校の課程設置認可及び各種
学校の廃止認可について

富士宮後藤編物技芸学院（各種学校）の廃止認可
について

昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.20
(施)昭56.10.20

学事文書課

8172 5
専修学校の課程設置認可及び各種
学校の廃止認可について

清水簿記学校（各種学校）の廃止認可について 昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.20
(施)昭56.10.20

学事文書課

8172 6
専修学校の課程設置認可及び各種
学校の廃止認可について

川口洋裁女学校（各種学校）の廃止認可について 昭和５６年度
(起)昭56.10.20
(決)昭56.10.20
(施)昭56.10.20

学事文書課

8173 1
専修学校の設置及び課程設置につ
いて（その１）

専修学校の設置及び課程設置について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.23

学事文書課

8173 2
専修学校の設置及び課程設置につ
いて（その１）

国際医療管理専門学校熱海校（専修学校）設置に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.23

学事文書課

8173 3
専修学校の設置及び課程設置につ
いて（その１）

浜松大原簿記専門学校（専修学校）設置について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.23

学事文書課

8174 1
専修学校の設置及び課程設置につ
いて（その２）

静岡歯科技工学院（各種学校）設置について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.23

学事文書課

8174 2
専修学校の設置及び課程設置につ
いて（その２）

中遠調理師家政専門学校の専門課程設置について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.23

学事文書課

8175 1 寄付行為変更認可申請書　No.１ 私立幼稚園の設置等の認可について（うかがい） 昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 2.26
(施)昭61. 2.26

私学振興室

8175 2 寄付行為変更認可申請書　No.１ 学校法人沼津音羽学園寄付行為認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 沼津音羽学園

8175 3 寄付行為変更認可申請書　No.１ 沼津あすなろ幼稚園設置認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 沼津音羽学園

8175 4 寄付行為変更認可申請書　No.１ 学校法人矢島学園寄付行為認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 矢島学園

8175 5 寄付行為変更認可申請書　No.１ 美土代幼稚園設置認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 矢島学園

8175 6 寄付行為変更認可申請書　No.１ 寄附行為変更認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 耕雲寺学園

8175 7 寄付行為変更認可申請書　No.１ 第二耕雲寺幼稚園設置認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 耕雲寺学園

8175 8 寄付行為変更認可申請書　No.１ 寄附行為変更認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 無憂樹学園

8175 9 寄付行為変更認可申請書　No.１ 百花幼稚園設置認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 無憂樹学園

8175 10 寄付行為変更認可申請書　No.１ 園則変更認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 耕雲寺学園
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8175 11 寄付行為変更認可申請書　No.１ 音羽幼稚園廃止認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 音羽幼稚園

8176 1 寄付行為変更認可申請書　No.２ 学校法人聖公会聖ヨハネ学園寄付行為認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1
聖公会聖ヨハネ
学園

8176 2 寄付行為変更認可申請書　No.２ 四恩幼稚園設置者変更認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1
聖公会聖ヨハネ
学園

8176 3 寄付行為変更認可申請書　No.２ 学校法人大石学園寄付行為認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 大石学園

8176 4 寄付行為変更認可申請書　No.２ 静岡聖光幼稚園設置者変更認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 大石学園

8176 5 寄付行為変更認可申請書　No.２ 園則変更認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 西富士宮幼稚園

8176 6 寄付行為変更認可申請書　No.２ 学校法人土橋学園寄付行為認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 土橋学園

8176 7 寄付行為変更認可申請書　No.２ 西富士宮幼稚園設置者変更認可申請書 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 1 土橋学園

8177 1
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 7. 2
(施)昭59. 7. 3

学事文書課

8177 2
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 5
(決)昭59. 6.13
(施)昭59. 6.27

学事文書課

8177 3
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.16
(決)昭59. 5.21
(施)昭59. 5.26

学事文書課

8177 4
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 2
(決)昭59. 5. 4

学事文書課

8177 5
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.16
(決)昭59. 5.21
(施)昭59. 5.26

学事文書課

8177 6
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 2
(決)昭59. 5. 4

学事文書課

8177 7
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.17
(決)昭59. 5.21
(施)昭59. 5.25

学事文書課

8177 8
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.15
(決)昭59. 5.16
(施)昭59. 5.16

学事文書課

8177 9
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.28

学事文書課

8177 10
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.24
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.28

学事文書課

8177 11
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 7. 2
(施)昭59. 7. 3

学事文書課

8177 12
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 5
(決)昭59. 6.13
(施)昭59. 6.27

学事文書課

8177 13
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.16
(決)昭59. 6.21
(施)昭59. 6.26

学事文書課
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8177 14
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

学事文書課

8177 15
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.30
(決)昭59. 7. 3
(施)昭59. 7. 3

学事文書課

8177 16
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.30
(施)昭59. 6.30

学事文書課

8177 17
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.30
(決)昭59. 7. 3
(施)昭59. 7. 3

学事文書課

8177 18
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.30
(施)昭59. 6.30

学事文書課

8177 19
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

合併の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.21
(施)昭59. 8.24

学事文書課

8177 20
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

合併認証申請書の受理について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 8. 7
(施)昭59. 8.13

学事文書課

8177 21
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 8
(決)昭59. 9.21
(施)昭59. 9.22

学事文書課

8177 22
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 9. 6
(施)昭59. 9. 8

学事文書課

8177 23
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.10. 8
(決)昭59.10.15
(施)昭59.10.17

学事文書課

8177 24
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 9. 6
(施)昭59. 9. 8

学事文書課

8177 25
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の所轄庁の変更について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.12.19
(決)昭59.12.22
(施)昭59.12.22

学事文書課

8178 1
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.11.30
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

学事文書課

8178 2
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.27
(施)昭59.11.29

学事文書課

8178 3
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.11.30
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

学事文書課

8178 4
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.27
(施)昭59.11.29

学事文書課

8178 5
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

学事文書課

8178 6
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59.11.21
(決)昭59.11.27
(施)昭59.11.29

学事文書課

8178 7
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.11.30
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

学事文書課

8178 8
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.27
(施)昭59.11.29

学事文書課

8178 9
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.12. 3
(決)昭59.12. 5
(施)昭59.12. 5

学事文書課

578 ページ



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

8178 10
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.12. 1
(施)昭59.12. 3

学事文書課

8178 11
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.12.18
(決)昭59.12.22
(施)昭59.12.22

学事文書課

8178 12
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.12. 6
(施)昭59.12. 8

学事文書課

8178 13
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.12.22
(決)昭59.12.28
(施)昭60. 1. 5

学事文書課

8178 14
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭59.12.18
(決)昭59.12.22
(施)昭59.12.22

学事文書課

8178 15
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 1.21
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.22

学事文書課

8178 16
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.11
(決)昭60. 1.16
(施)昭60. 1.19

学事文書課

8178 17
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 1.21
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.22

学事文書課

8178 18
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.11
(決)昭60. 1.16
(施)昭60. 1.19

学事文書課

8178 19
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.13
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.20

学事文書課

8178 20
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.18
(施)昭60. 2.21

学事文書課

8178 21
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.13
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.20

学事文書課

8178 22
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.18
(施)昭60. 2.21

学事文書課

8178 23
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.29

学事文書課

8178 24
昭和59年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.25
(決)昭60. 3.26
(施)昭60. 3.29

学事文書課

8179 1
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 4.16
(決)昭60. 4.19
(施)昭60. 4.20

学事文書課

8179 2
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.12
(決)昭60. 4.16
(施)昭60. 4.16

学事文書課

8179 3
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

合併の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.13
(決)昭60. 6.14
(施)昭60. 6.15

学事文書課

8179 4
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

合併認証申請書の受理について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.10
(決)昭60. 6.13
(施)昭60. 6.13

学事文書課

8179 5
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.19
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.21

学事文書課

8179 6
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.13
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.19

学事文書課
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8179 7
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 8
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 9
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 10
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 11
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 12
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 13
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 14
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 15
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 16
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 17
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 18
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 19
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 20
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 21
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 22
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 23
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 24
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 25
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 26
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 27
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課
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8179 28
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 29
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 30
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 31
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 32
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 33
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 34
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 35
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.16
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

学事文書課

8179 36
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 7. 2
(施)昭60. 7.15

学事文書課

8179 37
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.29

学事文書課

8179 38
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.17
(決)昭60. 8.20
(施)昭60. 8.21

学事文書課

8179 39
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 40
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.22

学事文書課

8179 41
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.26
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 42
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.22

学事文書課

8179 43
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 44
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 45
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 46
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 47
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 48
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課
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8179 49
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 50
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 51
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 52
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 53
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 54
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 55
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 56
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 57
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 58
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8179 59
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8179 60
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.１

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 1
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 2
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 3
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 4
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 5
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 6
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 7
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 8
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 9
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課
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8180 10
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 11
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 12
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 13
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 14
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 15
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 16
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 17
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 18
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 19
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 20
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 21
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 22
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 23
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 24
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 25
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 26
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 27
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 28
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 29
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 30
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課
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8180 31
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 32
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 33
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 34
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 35
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 36
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 37
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 38
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.22
(決)昭60. 8.29
(施)昭60. 8.30

学事文書課

8180 39
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 3
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 40
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.28
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 9. 3

学事文書課

8180 41
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 5
(決)昭60. 9. 6
(施)昭60. 9. 6

学事文書課

8180 42
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.25
(決)昭60. 9. 4
(施)昭60. 9. 5

学事文書課

8180 43
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11. 7
(決)昭60.11. 7
(施)昭60.11. 8

学事文書課

8180 44
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

学事文書課

8180 45
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8180 46
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8180 47
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.19
(施)昭60.11.26

学事文書課

8180 48
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度 (起)昭60.11.14 学事文書課

8180 49
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.２

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 1
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 2
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課
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8181 3
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 4
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 5
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 6
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 7
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 8
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 9
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 10
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 11
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 12
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 13
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 14
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 15
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 16
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 17
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 18
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11. 9
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 19
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 20
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.11
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 21
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 22
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.11
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 23
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課
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8181 24
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.11
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 25
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.26
(施)昭60.11.26

学事文書課

8181 26
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11.11
(決)昭60.11.11
(施)昭60.11.12

学事文書課

8181 27
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.11.29
(施)昭60.11.30

学事文書課

8181 28
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11.27
(決)昭60.11.29
(施)昭60.11.29

学事文書課

8181 29
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.11.29
(施)昭60.11.30

学事文書課

8181 30
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.11.27
(決)昭60.11.29
(施)昭60.11.29

学事文書課

8181 31
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12. 9
(決)昭60.12. 9
(施)昭60.12.11

学事文書課

8181 32
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 3
(決)昭60.12. 4
(施)昭60.12. 4

学事文書課

8181 33
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12.20
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

学事文書課

8181 34
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.12.16
(決)昭60.12.18
(施)昭60.12.19

学事文書課

8181 35
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12.20
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

学事文書課

8181 36
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.12.16
(決)昭60.12.18
(施)昭60.12.19

学事文書課

8181 37
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12.20
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

学事文書課

8181 38
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.12.16
(決)昭60.12.18
(施)昭60.12.19

学事文書課

8181 39
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12.23
(決)昭60.12.26
(施)昭60.12.26

学事文書課

8181 40
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.12.20
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

学事文書課

8181 41
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12.28
(決)昭60.12.28
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8181 42
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭60.12.27
(決)昭60.12.27
(施)昭60.12.27

学事文書課

8181 43
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8181 44
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課
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8181 45
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8181 46
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8181 47
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8181 48
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8181 49
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8181 50
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8181 51
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8181 52
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.３

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8182 1
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8182 2
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8182 3
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8182 4
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8182 5
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8182 6
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8182 7
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8182 8
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8182 9
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8182 10
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8182 11
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課

8182 12
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8182 13
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 2. 6

学事文書課
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8182 14
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

学事文書課

8182 15
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 2.13
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.18

学事文書課

8182 16
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.13
(決)昭61. 2.13
(施)昭61. 2.13

学事文書課

8182 17
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 2.20
(決)昭61. 2.24
(施)昭61. 3.24

学事文書課

8182 18
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.13
(決)昭61. 2.18
(施)昭61. 2.18

学事文書課

8182 19
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 7
(決)昭61. 3.10
(施)昭61. 3.10

学事文書課

8182 20
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 7
(施)昭61. 3. 7

学事文書課

8182 21
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.26

学事文書課

8182 22
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.25

学事文書課

8182 23
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.26

学事文書課

8182 24
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.25

学事文書課

8182 25
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.26
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

学事文書課

8182 26
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

学事文書課

8182 27
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.26
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

学事文書課

8182 28
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

学事文書課

8182 29
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8182 30
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併認証申請書の受理について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

学事文書課

8182 31
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8182 32
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併認証申請書の受理について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

学事文書課

8182 33
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8182 34
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併認証申請書の受理について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

学事文書課
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8182 35
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8182 36
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併認証申請書の受理について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

学事文書課

8182 37
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8182 38
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

合併認証申請書の受理について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

学事文書課

8182 39
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8182 40
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8182 41
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則の変更の認証について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8182 42
昭和60年度宗教法人規則等認証綴　
No.４

宗教法人の規則変更の認証申請の受理について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

学事文書課

8183 1 優良自主防災組織表彰 優良自主防災会表彰要領について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.22
(決)昭59. 8.29

地震対策課

8183 2 優良自主防災組織表彰 優良自主防災組織の決定について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 8
(施)昭59.10.12

地震対策課

8183 3 優良自主防災組織表彰 優良自主防災組織の決定について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.11.26
(決)昭59.11.30
(施)昭59.11.30

地震対策課

8183 4 優良自主防災組織表彰 優良自主防災組織の決定について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.11.26
(決)昭59.11.30
(施)昭59.11.30

地震対策課

8183 5 優良自主防災組織表彰 優良自主防災組織の決定について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭59.12.10
(決)昭59.12.17
(施)昭60. 1.27

地震対策課

8183 6 優良自主防災組織表彰 優良自主防災組織の決定について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 9
(決)昭60. 1.16
(施)昭60. 2. 3

地震対策課

8183 7 優良自主防災組織表彰 優良自主防災組織の決定について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 1
(決)昭60. 2. 6
(施)昭60. 2.21

地震対策課

8183 8 優良自主防災組織表彰 優良自主防災組織の決定について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 6
(決)昭60. 2.13
(施)昭60. 2.24

地震対策課

8183 9 優良自主防災組織表彰 優良自主防災組織の決定について（伺い） 昭和５９年度
(起)昭60. 2.13
(施)昭60. 3.17

地震対策課

8184 1
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.１

優良自主防災組織の決定について（伺い）（北遠
振興センター管内）

昭和６０年度
(起)昭60.10.17
(決)昭60.10.22
(施)昭60.10.23

地震対策課

8184 2
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.１

優良自主防災組織の決定について（伺い）（志太
榛原振興センター管内）

昭和６０年度
(起)昭60.10.21
(決)昭60.10.29
(施)昭60.11. 6

地震対策課

8184 3
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.１

優良自主防災組織の決定について（伺い）（伊豆
振興センター管内）

昭和６０年度
(起)昭60.10.26
(決)昭60.11. 6
(施)昭60.11. 6

地震対策課

8184 4
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.１

優良自主防災組織の決定について（伺い）（中遠
振興センター管内）

昭和６０年度
(起)昭60.11.14
(決)昭60.11.18
(施)昭60.12. 1

地震対策課
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8184 5
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.１

優良自主防災組織の決定について（伺い）（東部
振興センター管内）

昭和６０年度
(起)昭60.12.13
(決)昭60.12.20
(施)昭60.12.20

地震対策課

8184 6
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.１

優良自主防災組織の決定について（伺い）（冨士
振興センター管内）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.10
(決)昭61. 1.16
(施)昭61. 1.16

地震対策課

8184 7
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.１

優良自主防災組織の決定について（伺い）（熱海
振興センター管内）

昭和６０年度
(起)昭61. 1.22
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

地震対策課

8185 1
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.２

優良自主防災組織の決定について（伺い）（中部
振興センター管内）

昭和６０年度
(起)昭60.12.24
(決)昭60.12.28
(施)昭60.12.28

地震対策課

8185 2
優良自主防災組織顕彰要領、顕彰
状況　No.２

優良自主防災会顕彰要領（案）について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.26
(施)昭60. 6.26

地震対策課

8186 1 大気汚染防止方施行状況－報告－
「昭和58年度大気汚染防止法施行状況」の送付に
ついて

昭和５９年度 (収)昭60. 3.30 環境庁

8186 2 大気汚染防止方施行状況－報告－
大気汚染防止法の施行状況当に関する報告につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 6.27
(決)昭60. 6.28
(施)昭60. 6.28

大気保全課

8186 3 大気汚染防止方施行状況－報告－
「昭和60年度大気汚染防止法施行状況」の送付に
ついて

昭和６３年度 (収)昭63. 4.13 環境庁

8187 1
公害監視調査等国庫補助金交付要
項

公害監視調査等補助金について 昭和６０年度 環境庁

8187 2
公害監視調査等国庫補助金交付要
項

地方大気汚染監視等設備整備事業について 昭和６０年度 (収)昭60.11.15 環境庁

8188 1
施設整備費交付申請書　聖隷厚生
園信生寮

昭和58年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交
付申請について

昭和５８年度 (起)昭59. 1.10 障害福祉課

8188 2
施設整備費交付申請書　聖隷厚生
園信生寮

昭和58年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交
付申請について

昭和５８年度
(起)昭58.11.18
(決)昭58.11.22
(施)昭58.11.22

障害福祉課

8189 1
施設整備費実績報告書　聖隷厚生
園信生寮

昭和58年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事
業実績報告について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 7
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4.10

障害福祉課

8190 1
国庫補助金交付申請書　聖隷厚生
園信生寮

昭和58年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交
付申請について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.25
(決)昭59. 2.27
(施)昭59. 2.27

障害福祉課

8191 1
国庫補助金交付申請書　天竜福祉
工場

昭和58年度社会福祉施設等施設整備費補助金の交
付申請について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 7
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4.10

障害福祉課

8192 1
設備整備費実績報告書　聖隷厚生
園信生寮

昭和58年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事
業実績報告について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 7
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4.10

障害福祉課

8193 1
設備整備費実績報告書　天竜福祉
工場

昭和58年度社会福祉施設等施設整備費補助金の事
業実績報告について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.28
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 3.30

障害福祉課

8194 1
福祉エリア関係綴　建築、築造許
可申請書

建築、築造許可申請書 昭和５９年度 (起)昭59.10.11

8195 1 福祉エリア関係綴　執行協議綴
福祉エリア外構工事等の執行計画について（協
議）

昭和５９年度 (起)昭59.10.16 障害福祉課

8195 2 福祉エリア関係綴　執行協議綴
支出負担行為実施計画書の協議について（福祉エ
リア整備事業・建築請負工事について）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59.10.12

障害福祉課

8195 3 福祉エリア関係綴　執行協議綴
支出負担行為実施計画書の協議について（福祉エ
リア整備事業にかかる旧建物解体工事）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.28 障害福祉課
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8195 4 福祉エリア関係綴　執行協議綴
支出負担行為実施計画書の協議について（福祉エ
リア50年度整備事業・実施設計）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.10
(決)昭59. 5.18
(施)昭59. 5.18

障害福祉課

8196 1
福祉エリア関係綴　厚生省国庫補
助協議関係

復命書（昭和60年度社会福祉施設整備費国庫補助
金の申請）

昭和６０年度 (起)昭60. 9.10 障害福祉課

8196 2
福祉エリア関係綴　厚生省国庫補
助協議関係

昭和59年度社会福祉施設等施設整備費補助金交付
決定通知書

昭和５９年度 (収)昭60. 3.30 厚生大臣

8196 3
福祉エリア関係綴　厚生省国庫補
助協議関係

昭和60年度社会福祉施設整備の協議について（福
祉エリア関係）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.25 障害福祉課

8196 4
福祉エリア関係綴　厚生省国庫補
助協議関係

エリア工事費予算一般財源繰越扱いについて厚生
省の見解確認

昭和５９年度 (起)昭60. 1.12 障害福祉課

8196 5
福祉エリア関係綴　厚生省国庫補
助協議関係

昭和59年度社会福祉施設整備計画の協議にかかる
事情聴取について

昭和５８年度 (収)昭59. 2. 8
厚生省社会局施
設課長

8197 1
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリアの管理運営にかかる打合せ会の開催に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 8.15 障害福祉課

8197 2
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリアの管理運営にかかる打合せ会の開催に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 5. 8 障害福祉課

8197 3
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア整備推進担当者による打合せ会の開催
について

昭和６０年度 (起)昭60. 4. 3 障害福祉課

8197 4
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア整備推進担当者による打合せ会の開催
について

昭和５９年度 (起)昭60. 3.14 障害福祉課

8197 5
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア整備推進担当者による打合せ会の開催
について

昭和５９年度 (起)昭60. 2. 1 障害福祉課

8197 6
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

院長夫人の日照等同意について 昭和５９年度 (起)昭59. 8.29 障害福祉課

8197 7
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

委託業務完了報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 7.31
石本建築事務所
名古屋支所

8197 8
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア建設事業に関する地元住民に対する説
明会（２回）

昭和５９年度 (施)昭59. 6.29 障害福祉課

8197 9
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

盲人ホーム実施設計について盲人会長と協議結果 昭和５９年度 (起)昭59. 6.18 障害福祉課

8197 10
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア地元住民要望事項についての処理方針
検討会

昭和５９年度 (起)昭59. 6.14 障害福祉課

8197 11
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア整備事業実施設計打合せ記録（昭和59
年５月８日～６月５日）

昭和５９年度 障害福祉課

8197 12
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア整備事業　仕上表（案） 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 4 障害福祉課

8197 13
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

復命書（盲人施設（施術室）の調査） 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 6 障害福祉課

8197 14
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア整備事業地元説明会 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 5 障害福祉課

8197 15
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア整備推進打合せ会（第12回） 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 5 障害福祉課
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8197 16
福祉エリア関係綴　福祉エリアの
管理運営打合せ会綴

福祉エリア整備事業基本設計について 昭和５９年度 (起)昭59. 5.16 障害福祉課

8198 1 福祉エリア関係綴　経過概要 昭和56年度静岡曲金「福祉エリア」関係検討経過 昭和５６年度

8198 2 福祉エリア関係綴　経過概要 昭和57年度「福祉エリア」整備計画検討経過概況 昭和５７年度

8198 3 福祉エリア関係綴　経過概要 昭和58年度「福祉エリア」整備計画検討経過概況 昭和５８年度

8198 4 福祉エリア関係綴　経過概要 昭和59年度「福祉エリア」整備計画検討経過概況 昭和５９年度

8198 5 福祉エリア関係綴　経過概要 昭和60年度「福祉エリア」整備計画検討経過概況 昭和６０年度

8199 1 福祉エリア関係綴　整備計画 重度更正　訓練棟 昭和５９年度

8199 2 福祉エリア関係綴　整備計画 重度更正　居住棟 昭和５９年度

8199 3 福祉エリア関係綴　整備計画 肢体不自由児施設整備計画面積 昭和５９年度

8199 4 福祉エリア関係綴　整備計画 研修センター整備計画面積 昭和５９年度

8199 5 福祉エリア関係綴　整備計画 重度身体障害者更生援護施設整備計画面積 昭和５９年度

8199 6 福祉エリア関係綴　整備計画 施設機能図　研修センター 昭和５９年度

8199 7 福祉エリア関係綴　整備計画 施設機能図　盲人ホーム 昭和５９年度

8199 8 福祉エリア関係綴　整備計画 一時保護所整備計画面積 昭和５９年度

8199 9 福祉エリア関係綴　整備計画
施設機能図　重度身体障害者更生援護施設（廃
案）

昭和５９年度

8199 10 福祉エリア関係綴　整備計画 施設機能図　盲人ホーム 昭和５９年度

8199 11 福祉エリア関係綴　整備計画 施設機能図　肢体不自由児施設（廃案） 昭和５９年度

8199 12 福祉エリア関係綴　整備計画 施設機能図　研修センター（廃案） 昭和５９年度

8199 13 福祉エリア関係綴　整備計画 静岡南部養護学校施設整備計画案（廃案） 昭和５９年度

8199 14 福祉エリア関係綴　整備計画 施設機能図　一時保護所（廃案） 昭和５９年度

8200 1 福祉エリア関係綴　起債関係
復命書（会計検査院大蔵検査第１課会計実施検査
講評について）

昭和６２年度 (起)昭62. 5.30 障害福祉課
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8200 2 福祉エリア関係綴　起債関係
会計検査院大蔵検査第１課会計実地検査の受検に
ついて

昭和６２年度 (収)昭62. 5.19 会計課

8200 3 福祉エリア関係綴　起債関係 昭和60年度起債事業のヒアリング日程について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.18 財政課

8200 4 福祉エリア関係綴　起債関係 昭和60年度起債事業計画書の提出について 昭和６０年度 (起)昭60. 4.17 障害福祉課

8200 5 福祉エリア関係綴　起債関係 昭和59年度起債事業計画書の提出について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.13
(決)昭59. 4.14
(施)昭59. 4.14

障害福祉課

8201 1 福祉エリア関係綴　諸件 復命書（全国知事会職員の福祉エリア視察立会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3.24 障害福祉課

8201 2 福祉エリア関係綴　諸件 電話加入権譲渡承認請求書 昭和６０年度 (起)昭61. 3.10 障害福祉課

8201 3 福祉エリア関係綴　諸件
静岡市の日照要綱にかかる同意書の提出について
（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.17
(施)昭60. 2.17

障害福祉課

8201 4 福祉エリア関係綴　諸件 福祉エリア関係事務処理計画について（供覧） 昭和６０年度 (起)昭60.12.26 障害福祉課

8201 5 福祉エリア関係綴　諸件 福祉エリア建築工事の引継書について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 6
(決)昭61. 1. 7

障害福祉課

8201 6 福祉エリア関係綴　諸件 青い芝の会の学習会結果 障害福祉課

8201 7 福祉エリア関係綴　諸件 随時監査（予備監査）の実施について 昭和６０年度 (収)昭60.10.23 監査第２課

8201 8 福祉エリア関係綴　諸件 国民健康保険団体連合会事務所建設について 昭和６０年度 (収)昭60.10.17
静岡県国民健康
保険連合会理事
長

8201 9 福祉エリア関係綴　諸件 福祉エリア財産管理区分について 昭和６０年度 (起)昭60.10. 2 障害福祉課

8201 10 福祉エリア関係綴　諸件
市道曲金４丁目済生会病院線整備に係る協議につ
いて（供覧）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.30 障害福祉課

8201 11 福祉エリア関係綴　諸件
福祉エリアの敷地西側市道に新設する歩道の整備
計画に関する協議について（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.18
(決)昭60. 7.19

障害福祉課

8201 12 福祉エリア関係綴　諸件
地域振興情報ライブラリー調査によるプロジェク
ト調査表の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 4
(施)昭60. 7. 5

障害福祉課

8202 1 福祉エリア関係綴　備品要求関係 福祉エリアに備える備品の機種選定について 昭和６０年度 (起)昭61. 2. 6 障害福祉課

8202 2 福祉エリア関係綴　備品要求関係
支出負担行為実施計画の執行協議について（福祉
エリア整備事業・備品購入計画）

昭和６０年度
(起)昭60.11. 1
(決)昭60.11.26

障害福祉課

8203 1
温泉実態調査一覧表（昭和57年２
月１日現在）

熱海地区集計表 昭和５６年度 医務課

8203 2
温泉実態調査一覧表（昭和57年２
月１日現在）

伊東地区集計表 昭和５６年度 医務課
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8203 3
温泉実態調査一覧表（昭和57年２
月１日現在）

賀茂地区集計表 昭和５６年度 医務課

8203 4
温泉実態調査一覧表（昭和57年２
月１日現在）

西伊豆地区集計表 昭和５６年度 医務課

8203 5
温泉実態調査一覧表（昭和57年２
月１日現在）

修善寺地区集計表 昭和５６年度 医務課

8203 6
温泉実態調査一覧表（昭和57年２
月１日現在）

三島地区集計表 昭和５６年度 医務課

8203 7
温泉実態調査一覧表（昭和57年２
月１日現在）

その他地区集計表 昭和５６年度 医務課

8204 1
温泉実態調査一覧表（昭和58年２
月１日現在）

熱海地区集計表 昭和５７年度 医務課

8204 2
温泉実態調査一覧表（昭和58年２
月１日現在）

伊東地区集計表 昭和５７年度 医務課

8204 3
温泉実態調査一覧表（昭和58年２
月１日現在）

賀茂地区集計表 昭和５７年度 医務課

8204 4
温泉実態調査一覧表（昭和58年２
月１日現在）

西伊豆地区集計表 昭和５７年度 医務課

8204 5
温泉実態調査一覧表（昭和58年２
月１日現在）

修善寺地区集計表 昭和５７年度 医務課

8204 6
温泉実態調査一覧表（昭和58年２
月１日現在）

三島地区集計表 昭和５７年度 医務課

8204 7
温泉実態調査一覧表（昭和58年２
月１日現在）

その他地区集計表 昭和５７年度 医務課

8205 1
県理学療法士及び作業療法士修学
資金貸与規則

静岡県理学療法士及び作業療法士修学資金の貸与
者選考委員会の設置及び貸与基準の制定について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.28
(決)昭58. 7.11
(施)昭58. 7.11

医務課

8205 2
県理学療法士及び作業療法士修学
資金貸与規則

静岡県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規
則の制定について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.21
(決)昭58. 6.30

医務課

8206 1 管理理美容師訴訟関係綴
管理理美容師設置義務不存在確認等請求上告事件
について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 1
(決)昭58. 6. 8
(施)昭58. 6. 8

環境衛生課

8206 2 管理理美容師訴訟関係綴
管理理美容師設置義務不在確認等請求事件につい
て

昭和６１年度
(起)昭61.10.18
(決)昭61.10.23
(施)昭61.10.24

環境衛生課

8206 3 管理理美容師訴訟関係綴
管理理美容師設置義務不存在確認等請求控訴事件
について（うかがい）

昭和５４年度
(起)昭54.10.31
(決)昭54.11. 5
(施)昭54.11. 5

環境衛生課

8206 4 管理理美容師訴訟関係綴
管理理美容師設置義務不存在確認等請求事件の判
決について

昭和５４年度
(起)昭54. 8. 3
(決)昭54. 8.11
(施)昭54. 8.11

環境衛生課

8206 5 管理理美容師訴訟関係綴 理（美）容師に関する調査について（報告） 昭和５２年度
(起)昭52. 5.27
(決)昭52. 5.28
(施)昭52. 5.28

環境衛生課

8206 6 管理理美容師訴訟関係綴 理容師に関する調査について（依頼） 昭和５２年度
(起)昭52. 5. 6
(決)昭52. 5. 6
(施)昭52. 5. 6

環境衛生課

8206 7 管理理美容師訴訟関係綴
管理理美容師設置義務不存在確認及び理美容所閉
鎖命令禁止等請求訴訟事件について（うかがい）

昭和４５年度
(起)昭46. 3. 5
(決)昭46. 3. 6
(施)昭46. 3. 6

公衆衛生課
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8206 8 管理理美容師訴訟関係綴 理容所美容所設置制度に関する調査について 昭和４６年度
(起)昭46.10. 1
(決)昭46.10. 5
(施)昭46.10. 5

公衆衛生課

8206 9 管理理美容師訴訟関係綴
理容所、美容所等の管理理（美）容師に関する指
導強化について

昭和４６年度 (起)昭46. 8.23 公衆衛生課

8207 1
適正化基準、適正化規程関係　
No.１

静岡県美容業適正化規程認可申請書 昭和５６年度 (収)昭56. 6.12
静岡県美容環境
衛生同業組合理
事長

8207 2
適正化基準、適正化規程関係　
No.１

クリーニング業に関する適正化基準

8208 1
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程の実施に係る投稿につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 9.29
(決)昭57.10. 1
(施)昭57.10. 1

環境衛生課

8208 2
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程認可申請書関する運用規
約等の設定の承認について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.20
(決)昭57. 9.25
(施)昭57. 9.27

環境衛生課

8208 3
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程の認可について（報告） 昭和５７年度
(起)昭57. 9.10
(決)昭57. 9.11
(施)昭57. 9.13

環境衛生課

8208 4
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程の認可に係る通知につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 3
(決)昭57. 9. 5

環境衛生課

8208 5
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程の認可について 昭和５７年度 (起)昭57. 7.28 環境衛生課

8208 6
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程の設定認可に伴う協議に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 8.19
(決)昭57. 8.20
(施)昭57. 8.23

環境衛生課

8208 7
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程の認可について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.30
(決)昭57. 9. 2

環境衛生課

8208 8
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程の認可申請について（答
申）

昭和５７年度 (施)昭57. 7.22 環境衛生課

8208 9
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

第３回環境衛生適正化審議会の次第について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 5
(決)昭57. 7. 9

環境衛生課

8208 10
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県環境衛生適正化審議会の開催について 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 2 環境衛生課

8208 11
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

美容業適正化規程について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 4.27
(施)昭57. 4.28

環境衛生課

8208 12
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

美容業適正化規程に関する資料について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.15
(決)昭57. 2.15
(施)昭57. 2.15

環境衛生課

8208 13
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県環境衛生適正化審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 5

環境衛生課

8208 14
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県美容業適正化規程認可申請書の受理につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 1.16 環境衛生課

8208 15
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

第１回環境衛生適正化審議会の次第について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.21

環境衛生課

8208 16
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

環境衛生適正化審議会への諮問について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.21
(施)昭57. 1.22

環境衛生課
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8208 17
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

審議会委員の委嘱について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.14
(決)昭57. 1.14
(施)昭57. 1.16

環境衛生課

8208 18
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県環境衛生適正化審議会委員の委嘱について
（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭57. 1.11
(施)昭57. 1.11

環境衛生課

8208 19
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県環境衛生適正化審議会運営規程の制定につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭57. 1. 7

環境衛生課

8208 20
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

環境衛生適正化審議会の開催について 昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 8
(施)昭57. 1. 8

環境衛生課

8208 21
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県環境衛生適正化審議会専門委員の任命につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭57. 1. 7

環境衛生課

8208 22
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

美容所営業実態調査政令市交付金について 昭和５６年度
(起)昭56.12.21
(決)昭56.12.21
(施)昭56.12.21

環境衛生課

8208 23
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

美容所営業実態調査の実施について 昭和５６年度 (起)昭56.10. 9 環境衛生課

8208 24
適正化基準、適正化規程関係　
No.２

静岡県環境衛生適正化審議会の委員の任命につい
て（事前協議）

昭和５６年度
(起)昭56.11.30
(決)昭56.12. 5

環境衛生課

8209 1 ビル管理法施行細則資料
知事の権限の一部を保健所長等に対して委任する
規則の一部改正について（伺い）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.24 環境衛生課

8209 2 ビル管理法施行細則資料
特定建築物に係る事務の保健所長委任における事
務取扱について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.26
(決)昭58. 3.29

環境衛生課

8209 3 ビル管理法施行細則資料 特定建築物届出書等の送付について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.26
(決)昭58. 3.29

環境衛生課

8210 1 56叙勲関係綴 昭和56年秋の叙勲候補者にかかる調書について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.14 職業訓練課

8210 2 56叙勲関係綴 刑罰調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５５年度
(起)昭56. 3.18
(決)昭56. 3.20
(施)昭56. 3.20

職業訓練課

8211 1 56黄綬褒章関係綴 労働部長祝辞について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.23
(決)昭57. 1.25
(施)昭57. 1.25

職業訓練課

8211 2 56黄綬褒章関係綴
昭和56年秋の黄綬褒章及び叙勲候補者の推せんに
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 2.26
(決)昭56. 2.27
(施)昭56. 2.27

職業訓練課

8211 3 56黄綬褒章関係綴
昭和56年秋の叙勲及び褒章（黄綬）候補者の選考
に係る調査について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.21
(決)昭56. 1.23
(施)昭56. 1.23

職業訓練課

8211 4 56黄綬褒章関係綴
昭和56年秋の褒章叙勲候補者にかかる調書につい
て

昭和５５年度 (起)昭56. 3.30 職業訓練課

8212 1 57叙勲関係綴 昭和57年春の叙勲受章者に対する祝電について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.30
(決)昭57. 4.30
(施)昭57. 4.30

職業訓練課

8212 2 57叙勲関係綴 昭和57年秋の叙勲候補者にかかる調書について 昭和５７年度 (起)昭57. 4. 2 職業訓練課

8212 3 57叙勲関係綴
昭和57年秋の叙勲及び褒章（黄綬）候補者の推せ
んについて

昭和５６年度 (起)昭57. 2.15 職業訓練課

8212 4 57叙勲関係綴
昭和57年秋の叙勲及び褒章（黄綬）候補者の選考
に係る調査について

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 7
(決)昭57. 1. 8

職業訓練課
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8212 5 57叙勲関係綴 刑罰等調書に関する資料について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.29
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 1.30

職業訓練課

8212 6 57叙勲関係綴 刑罰等調書の交付について（依頼） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.21
(決)昭57. 1.22
(施)昭57. 1.22

職業訓練課

8212 7 57叙勲関係綴 昭和57年春の叙勲候補者にかかる調書について 昭和５６年度
(起)昭56.10.23
(決)昭56.10.28
(施)昭56.10.28

職業訓練課

8212 8 57叙勲関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５６年度 (起)昭56. 9.28 職業訓練課

8212 9 57叙勲関係綴
昭和57年春の叙勲及び褒章（黄綬）候補者の推せ
んについて

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 4
(決)昭56. 9. 4
(施)昭56. 9. 4

職業訓練課

8212 10 57叙勲関係綴
昭和57年春の叙勲及び褒章（黄綬）候補者の選考
に係る調査について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.19
(決)昭56. 8.21
(施)昭56. 8.21

職業訓練課

8213 1 57黄綬褒章関係綴
昭和57年秋の叙勲及び黄綬褒章受章者に対する祝
電について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11. 2
(施)昭57.11. 2

職業訓練課

8213 2 57黄綬褒章関係綴
昭和57年秋の黄綬褒章候補者にかかる調書につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3.29
(決)昭57. 3.29
(施)昭57. 3.29

職業訓練課

8213 3 57黄綬褒章関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.15
(決)昭57. 3.16
(施)昭57. 3.16

職業訓練課

8213 4 57黄綬褒章関係綴
昭和57年春の黄綬褒章受章者に対する祝電につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 4.28
(決)昭57. 4.28
(施)昭57. 4.28

職業訓練課

8213 5 57黄綬褒章関係綴 黄綬褒章受章祝賀会の祝電について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.25
(決)昭57. 6.25
(施)昭57. 6.29

職業訓練課

8213 6 57黄綬褒章関係綴 刑罰等調書の交付について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 3
(決)昭56.12. 3
(施)昭56.12. 3

職業訓練課

8213 7 57黄綬褒章関係綴
昭和57年春の黄綬褒章候補者にかかる調書につい
て

昭和５６年度 (起)昭56.10.19 職業訓練課

8214 1 58叙勲関係綴 刑罰等調書の交付について 昭和５７年度 (起)昭58. 3.22 職業訓練課

8214 2 58叙勲関係綴
昭和58年秋の叙勲及び黄綬褒章候補者の推せんに
ついて

昭和５７年度
(起)昭58. 2.26
(決)昭58. 2.28
(施)昭58. 2.28

職業訓練課

8214 3 58叙勲関係綴
昭和58年秋の褒章（黄綬）候補者の選考に係る調
査について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.25
(決)昭58. 1.27

職業訓練課

8214 4 58叙勲関係綴 昭和58年春の叙勲候補者にかかる調書について 昭和５７年度 (起)昭57.10.26 職業訓練課

8214 5 58叙勲関係綴 刑罰等調書の交付について 昭和５７年度
(起)昭57.10.14
(決)昭57.10.14
(施)昭57.10.14

職業訓練課

8214 6 58叙勲関係綴 昭和58年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５７年度
(起)昭57. 9.30
(決)昭57. 9.30
(施)昭57. 9.30

職業訓練課

8214 7 58叙勲関係綴
昭和58年春の叙勲候補者の選考に係る調査につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 9.22
(決)昭57. 9.25
(施)昭57. 9.25

職業訓練課

8214 8 58叙勲関係綴
昭和58年春の褒章（黄綬）候補者の選考に係る調
査について

昭和５７年度 (起)昭57. 8.16 職業訓練課
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8214 9 58叙勲関係綴
昭和58年春の叙勲及び褒章（黄綬）候補者の推せ
んについて

昭和５７年度
(起)昭57. 8.28
(決)昭57. 8.28
(施)昭57. 8.28

職業訓練課

8215 1 58叙勲関係綴 昭和59年春の叙勲候補者に係わる調書について 昭和５８年度 (起)昭58.10.24 職業訓練課

8215 2 58叙勲関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５８年度
(起)昭58.10.14
(決)昭58.10.15
(施)昭58.10.15

職業訓練課

8215 3 58叙勲関係綴 昭和59年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５８年度 (起)昭58.10. 6 職業訓練課

8215 4 58叙勲関係綴 昭和59年春の叙勲候補者の決定について 昭和５８年度 (起)昭58.10. 3 職業訓練課

8215 5 58叙勲関係綴
昭和59年春の叙勲候補者の選考に係わる調査につ
いて

昭和５８年度 (起)昭58. 8.22 職業訓練課

8215 6 58叙勲関係綴 昭和59年秋の叙勲候補者にかかる調書について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 3.31

職業訓練課

8216 1 58黄綬褒章関係綴
昭和59年春の黄綬褒章候補者に係わる調書につい
て

昭和５８年度 (起)昭58.10.19 職業訓練課

8216 2 58黄綬褒章関係綴 刑罰等調書の交付について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.21
(決)昭59. 2.21
(施)昭59. 2.21

職業訓練課

8216 3 58黄綬褒章関係綴
昭和59年春の叙勲及び褒章（黄綬）候補者の推せ
んについて

昭和５８年度 (起)昭58. 8.30 職業訓練課

8216 4 58黄綬褒章関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.19
(決)昭58. 9.19
(施)昭58. 9.19

職業訓練課

8216 5 58黄綬褒章関係綴
昭和59年春の褒章（黄綬）候補者の選考に係わる
調査について

昭和５８年度 (起)昭58. 8.22 職業訓練課

8216 6 58黄綬褒章関係綴
昭和59年秋の黄綬褒章候補者にかかる調書につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 3.30
(決)昭58. 3.31

職業訓練課

8217 1 叙勲、黄綬褒章関係綴
昭和60年春の叙勲、褒章受章者に係わる祝電につ
いて

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 職業訓練課

8217 2 叙勲、黄綬褒章関係綴 昭和60年秋の叙勲候補者にかかわる調書について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.19
(決)昭60. 4.20
(施)昭60. 4.20

職業訓練課

8217 3 叙勲、黄綬褒章関係綴 昭和60年秋の褒章候補者にかかわる調書について 昭和５９年度 (起)昭60. 3.29 職業訓練課

8217 4 叙勲、黄綬褒章関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.20
(決)昭60. 3.22
(施)昭60. 3.22

職業訓練課

8217 5 叙勲、黄綬褒章関係綴 昭和60年秋の叙勲、褒章受章者の推せんについて 昭和５９年度 (起)昭60. 2.18 職業訓練課

8217 6 叙勲、黄綬褒章関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.18
(決)昭60. 2.18
(施)昭60. 2.19

職業訓練課

8217 7 叙勲、黄綬褒章関係綴 昭和60年春の叙勲候補者にかかわる調書について 昭和５９年度 (起)昭59.10.31 職業訓練課

8217 8 叙勲、黄綬褒章関係綴 昭和60年春の叙勲候補者にかかわる調書について 昭和５９年度
(起)昭59.10.31
(決)昭59.11. 1
(施)昭59.11. 1

職業訓練課
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8217 9 叙勲、黄綬褒章関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.23
(施)昭59.10.23

職業訓練課

8217 10 叙勲、黄綬褒章関係綴 昭和60年春の叙勲候補者の推せんについて 昭和５９年度
(起)昭59.10. 5
(決)昭59.10. 5
(施)昭59.10. 5

職業訓練課

8217 11 叙勲、黄綬褒章関係綴 昭和60年春の褒章候補者にかかわる調書について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.27
(決)昭59. 9.28
(施)昭59. 9.28

職業訓練課

8217 12 叙勲、黄綬褒章関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59. 9.25
(施)昭59. 9.25

職業訓練課

8217 13 叙勲、黄綬褒章関係綴
昭和60年春の褒章（黄綬）候補者の推せんについ
て

昭和５９年度
(起)昭59. 9.13
(決)昭59. 9.18
(施)昭59. 9.18

職業訓練課

8217 14 叙勲、黄綬褒章関係綴 昭和59年秋の叙勲候補者にかかる調書について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 4
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5. 9

職業訓練課

8217 15 叙勲、黄綬褒章関係綴
昭和59年秋の黄綬褒章候補者にかかる調書につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 1
(決)昭59. 4. 1
(施)昭59. 4. 1

職業訓練課

8217 16 叙勲、黄綬褒章関係綴 刑罰等調書及び戸籍抄本の交付について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.21
(決)昭59. 3.22
(施)昭59. 3.23

職業訓練課

8217 17 叙勲、黄綬褒章関係綴
昭和59年秋の叙勲及び褒章（黄綬）候補者の推せ
んについて

昭和５８年度 (起)昭59. 2.21 職業訓練課

8217 18 叙勲、黄綬褒章関係綴
昭和59年秋の叙勲候補者の選考に係わる調査につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 4
(決)昭59. 2. 7
(施)昭59. 2. 7

職業訓練課

8217 19 叙勲、黄綬褒章関係綴
昭和59年秋の褒章（黄綬）候補者の選考に係わる
調査について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 4
(決)昭59. 2. 7
(施)昭59. 2. 7

職業訓練課

8218 1 心身障害者対策中期計画関係 県国際障害者年推進本部幹事会議 昭和５６年度 (起)昭57. 3.17 職業訓練課

8218 2 心身障害者対策中期計画関係
「国際障害者年静岡県行動計画」のダイジェスト
版作成について

昭和５６年度 (起)昭57. 2.26 職業訓練課

8218 3 心身障害者対策中期計画関係 静岡県心身障害者対策協議会次第 昭和５６年度 (起)昭57. 2. 8 職業訓練課

8218 4 心身障害者対策中期計画関係 心身障害対策中期計画の最終原案打合せ会の報告 昭和５６年度 (起)昭57. 1.19 職業訓練課

8218 5 心身障害者対策中期計画関係 国際障害者年・静岡県記念大会 昭和５６年度 (起)昭56.11.12 職業訓練課

8218 6 心身障害者対策中期計画関係 第４次原案の再検討による取り入れ 昭和５６年度 (起)昭56.10.19 職業訓練課

8218 7 心身障害者対策中期計画関係 中期計画直し会議による訂正報告について 昭和５６年度 (起)昭56. 9.28 職業訓練課

8218 8 心身障害者対策中期計画関係 県心身障害（児）者総合対策委員会 昭和５６年度 (起)昭56. 9.16 職業訓練課

8218 9 心身障害者対策中期計画関係 県心身障害（児）者総合対策委員会幹事会 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 8 職業訓練課

8218 10 心身障害者対策中期計画関係
静岡県心身障害者対策協議会幹事会の開催につい
て

昭和５６年度 (起)昭56. 7.16 職業訓練課
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8218 11 心身障害者対策中期計画関係 身体障害者の雇用対策職業訓練校 昭和５６年度 (施)昭56. 6.16 職業訓練課

8218 12 心身障害者対策中期計画関係 身体障害者の職業訓練校 昭和５５年度 (起)昭56. 1.19 職業訓練課

8218 13 心身障害者対策中期計画関係
心身障害（児）者ライフサイクル作成にあたって
の打合せ会開催について

昭和５５年度 (起)昭56. 1. 6 職業訓練課

8219 1 東京物産事務所統合関係 文書の記号（出先機関名の頭字）廃止について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.23
(決)昭58. 3.23
(施)昭58. 3.25

観光貿易課

8219 2 東京物産事務所統合関係 かいの廃止について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 7
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

観光貿易課

8220 1 地区再編農業構造改善計画の変更 地区再編農業構造改善計画の変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.14
(決)昭58. 3.14
(施)昭58. 3.14

農政課

8220 2 地区再編農業構造改善計画の変更
地区再編農業構造改善計画の変更について（協
議）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.28
(決)昭58. 2. 2
(施)昭58. 2. 2

農政課

8220 3 地区再編農業構造改善計画の変更 地区再編農業構造改善計画の変更について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 5
(決)昭57. 4. 6
(施)昭57. 4. 7

農政課

8220 4 地区再編農業構造改善計画の変更
地区再編農業構造改善計画の変更について（協
議）

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 6
(決)昭57. 3.11
(施)昭57. 3.11

農政課

8221 1 農耕計画地区の指定変更
地区再編農業構造改善事業計画地区の指定変更に
ついて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

農政課

8221 2 農耕計画地区の指定変更
農村地域農業構造改善事業計画地区の指定変更に
ついて

昭和５７年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

農政課

8221 3 農耕計画地区の指定変更 新農業構造改善計画地区の指定変更について 昭和５７年度
(起)昭58. 3.24
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.25

農政課

8222 1
昭和58年度農村地域農業構造改善
計画の変更

農村地域農業構造改善計画（一般型）の変更につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 3.29
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

農政課

8222 2
昭和58年度農村地域農業構造改善
計画の変更

農村地域農業構造改善計画の変更について（協
議）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.30
(決)昭59. 2. 2
(施)昭59. 2. 2

農政課

8223 1
昭和58年度地区再編農業構造改善
計画の変更

地区編成農業構造改善計画の変更について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.29
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

農政課

8223 2
昭和58年度地区再編農業構造改善
計画の変更

地区編成農業構造改善計画の変更について（協
議）

昭和５８年度
(起)昭59. 1.30
(決)昭59. 2. 2
(施)昭59. 2. 2

農政課

8224 1 農村婦人の家設置事業（磐田市）
「農村婦人の家」設置に係る要望書の提出につい
て

昭和５５年度 (収)昭55.11. 6 磐田市長

8224 2 農村婦人の家設置事業（磐田市） 復命書（農村婦人の家設置要望事務処理指導） 昭和５７年度 (施)昭57. 4.13 農業技術課

8224 3 農村婦人の家設置事業（磐田市） 出来形確認の依頼 昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 8

農業技術課

8224 4 農村婦人の家設置事業（磐田市）
昭和56年度農村婦人の家設置事業進捗状況報告に
ついて

昭和５６年度 (収)昭57. 1.12 磐田市長

8224 5 農村婦人の家設置事業（磐田市） 中間確認依頼について 昭和５６年度
(起)昭56.11. 6
(決)昭56.11.16
(施)昭56.11.16

農業技術課
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8224 6 農村婦人の家設置事業（磐田市）
昭和56年度農村婦人の家設置事業の補助金交付指
令前着工届

昭和５６年度 (収)昭56.10.23 磐田市長

8224 7 農村婦人の家設置事業（磐田市） 設計審査等依頼について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 1
(決)昭56.10. 1
(施)昭56.10. 1

農業技術課

8224 8 農村婦人の家設置事業（磐田市）
昭和56年度農村婦人の家設置事業費補助金の交付
について（確定）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.14
(決)昭57. 7.26
(施)昭57. 7.26

農業技術課

8224 9 農村婦人の家設置事業（磐田市） 復命書（農村婦人の家落成式） 昭和５７年度 (施)昭57. 4.14 農業技術課

8224 10 農村婦人の家設置事業（磐田市）
昭和56年度農村婦人の家設置事業費補助金の交付
の決定及び概算払いの承認について

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 2
(決)昭57. 2. 9
(施)昭57. 2.12

農業技術課

8224 11 農村婦人の家設置事業（磐田市）
昭和56年度農村婦人の家設置事業費補助金の交付
について（内示）

昭和５６年度
(起)昭56.10.23
(決)昭56.10.23
(施)昭56.10.23

農業技術課

8224 12 農村婦人の家設置事業（磐田市）
昭和56年度農村婦人の家設置事業実施計画の認定
について

昭和５６年度
(起)昭56.10.23
(決)昭56.10.23
(施)昭56.10.23

農業技術課

8224 13 農村婦人の家設置事業（磐田市） 農村婦人の家設置事業の認定について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.25
(決)昭56. 9.29
(施)昭56. 9.30

農業技術課

8224 14 農村婦人の家設置事業（磐田市）
農山漁村婦人等活動促進対策事業実施要領の制定
について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 1
(決)昭56. 9. 8
(施)昭56. 9. 8

農業技術課

8224 15 農村婦人の家設置事業（磐田市） 復命書（農村婦人の家設置事業打合せ会） 昭和５６年度 (収)昭56. 8.15 農業技術課

8225 1
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

昭和57年度農村婦人の家設置事業費補助金の交付
について（確定）

昭和５８年度
(起)昭58. 8.18
(決)昭58. 8.29
(施)昭58. 8.29

農業技術課

8225 2
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

昭和57年度農村婦人の家設置事業報告書の提出に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 6.21
(決)昭58. 6.27
(施)昭58. 6.27

農業技術課

8225 3
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

復命書（掛川市東山口地区農村婦人の家出来型確
認）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.30 農業技術課

8225 4
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

出来形確認の依頼について（掛川市農村婦人の
家）

昭和５７年度 (起)昭58. 3. 5 農業技術課

8225 5
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

復命書（掛川市農村婦人の家中間現場確認） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.25 農業技術課

8225 6
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

中間検査の依頼について 昭和５７年度 (起)昭57.12.22 農業技術課

8225 7
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

昭和57年度農村婦人の家設置事業費補助金の交付
の決定及び概算払いの承認について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 8
(決)昭57.12.10
(施)昭57.12.10

農業技術課

8225 8
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

昭和57年度農村婦人の家設置事業実施計画の認定
及び補助金の交付内示について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57.10.18
(決)昭57.10.19
(施)昭57.10.19

農業技術課

8225 9
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

農村婦人の家設置事業の認定について（協議） 昭和５７年度
(起)昭57.10. 1
(決)昭57.10. 1
(施)昭57.10. 4

農業技術課

8225 10
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

設計審査等依頼について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.20
(決)昭57. 8.20
(施)昭57. 8.20

農業技術課

8225 11
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

「農村婦人の家設置事業」における共同選択施設
の導入理由について

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 7
(決)昭57. 5. 7
(施)昭57. 5.14

農業技術課
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8225 12
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

復命書（農村婦人の家設置事業打合せ） 昭和５７年度 (起)昭57. 4.21 農業技術課

8225 13
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

農村婦人の家設置事業全国検討会の提出資料の送
付について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.29
(決)昭57. 9.29
(施)昭57. 9.30

農業技術課

8225 14
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.１

農村婦人の家設置事業現地検討会出席者名簿の送
付について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.10
(決)昭57. 8.10
(施)昭57. 8.10

農業技術課

8226 1
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.２

農村婦人の家設置事業実施設計書 昭和５７年度 掛川市

8227 1
農村婦人の家設置事業（掛川市）　
No.３

農村婦人の家設置事業出来高設計書 昭和５７年度 掛川市

8228 1
模範農業研究集団、篤志指導者の
表彰関係

昭和56年度農村青少年農業研究集団の篤志指導者
に対する農林水産省蚕園芸局長感謝状の授与につ
いて

昭和５６年度
(起)昭57. 3.15
(決)昭57. 3.18
(施)昭57. 3.18

後継者養成課

8228 2
模範農業研究集団、篤志指導者の
表彰関係

昭和56年度農村青少年農業研究集団の篤志指導者
の推薦について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.27

後継者養成課

8228 3
模範農業研究集団、篤志指導者の
表彰関係

昭和56年度農村青少年模範農業研究集団に対する
農林水産大臣賞授与候補農業研究集団並びに篤志
指導者に対する農林水産省蚕園芸局長感謝状授与
候補者の推薦について（依頼）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.11
(決)昭57. 1.12
(施)昭57. 1.12

後継者養成課

8229 1
研究集団．指導者の表彰に関する
綴

昭和57年度農村青少年模範農業研究集団に対する
農林水産大臣賞並びに篤志指導者に対する農林水
産省農蚕園芸局長感謝状授与について（依頼）

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 4
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

後継者養成課

8229 2
研究集団．指導者の表彰に関する
綴

農村青少年農業研究集団育成協力機関等の決定に
ついて

昭和５７年度
(起)昭58. 2.21
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

後継者養成課

8229 3
研究集団．指導者の表彰に関する
綴

昭和57年度農村青少年農業研究集団育成協力機関
等の推薦について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.27
(決)昭58. 2. 1
(施)昭58. 2. 2

後継者養成課

8229 4
研究集団．指導者の表彰に関する
綴

昭和57年度農村青少年農業研究集団育成協力機関
等の推薦について（依頼）

昭和５７年度
(起)昭57.12.27
(決)昭58. 1. 6
(施)昭58. 1. 6

後継者養成課

8229 5
研究集団．指導者の表彰に関する
綴

昭和57年度農村青少年模範農業研究集団に対する
農林水産大臣賞授与候補農業研究集団の推薦につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 1.17
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.19

後継者養成課

8229 6
研究集団．指導者の表彰に関する
綴

昭和57年度農村青少年模範農業研究集団、篤志指
導者に対する農林水産省農蚕園芸局長感謝状授与
候補者の推薦について（依頼）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.17
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.19

後継者養成課

8229 7
研究集団．指導者の表彰に関する
綴

昭和57年度農村青少年模範農業研究集団に対する
農林水産大臣賞候補農業研究集団並びに篤志指導
者に対する農林水産省農蚕園芸局長感謝状授与候
補者の推薦について（依頼）

昭和５７年度
(起)昭57.12.21
(決)昭57.12.24
(施)昭57.12.25

後継者養成課

8230 1
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助金交付要綱の一部改正について 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 7 関東農政局

8230 2
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業委員会費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.30

農政課

8230 3
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助金交付要綱の一部改正について 昭和５９年度 (収)昭59. 9.20 関東農政局
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8230 4
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助事業実施要領の一部改正につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 9.20 関東農政局

8230 5
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

農業委員及び農業委員会職員表彰実施要領の一部
改正について

昭和５９年度 (収)昭59. 9.20 関東農政局

8230 6
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業会議費補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 4.14
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5. 9

農政課

8230 7
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助金交付要綱の一部改正について 昭和５８年度 (収)昭59. 3. 7 関東農政局

8230 8
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助金交付要綱の一部改正について 昭和５８年度 (収)昭58.10.11 農政課

8230 9
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

農業委員会等補助事業実施要領の一部改正につい
て

昭和５８年度 (収)昭58.10.11 関東農政局

8230 10
農業委員会費、農業会議費補助金
交付要綱

静岡県農業委員会費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58.10.11
(決)昭58.11.10
(施)昭58.11.11

農政課

8231 1 農地流動化奨励金交付申請書
昭和60年度農用地高度利用促進事業に係る農地流
動化奨励金の翌年度交付について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.13
(決)昭61. 3.17
(施)昭61. 3.17

農政課

8231 2 農地流動化奨励金交付申請書
昭和59年度農用地高度利用促進事業に係る農地流
動化奨励金の翌年度交付について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 4
(決)昭60. 3. 6
(施)昭60. 3. 6

農政課

8231 3 農地流動化奨励金交付申請書
昭和58年度農用地高度利用促進事業に係る農地流
動化奨励金の翌年度交付について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.10
(決)昭59. 2.15
(施)昭59. 2.15

農政課

8232 1 農地保有合理化出資指定関係綴
農地保有合理化促進事業を行う法人の指定につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3.31
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 3.31

畜産課

8232 2 農地保有合理化出資指定関係綴
農地保有合理化促進事業を行う法人の指定に関す
る協議について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.20
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.23

畜産課

8233 1 農村総合整備モデル事業
昭和57年度農村総合整備モデル事業事業費補助金
の額の確定通知について

昭和５８年度 (収)昭58. 7. 9 関東農政局

8233 2 農村総合整備モデル事業
昭和57年度農村総合整備モデル事業実績報告書の
提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.30
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 6

農地企画課

8233 3 農村総合整備モデル事業
昭和57年度農村総合整備モデル事業遂行状況報告
及び補助金概算払請求について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.14
(決)昭58. 1.18
(施)昭58. 1.25

農地企画課

8233 4 農村総合整備モデル事業
昭和57年度農村総合整備モデル事業補助金交付決
定について

昭和５７年度 (収)昭57. 6.21 関東農政局

8233 5 農村総合整備モデル事業
昭和57年度農村総合整備モデル事業補助金交付申
請書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 5. 2
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.10

農地企画課

8233 6 農村総合整備モデル事業
昭和57年度農村総合整備モデル事業予算の割当て
について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4.14
(施)昭57. 4.14

農地企画課

8233 7 農村総合整備モデル事業
昭和57年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認について

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 8
(決)昭57. 4.14
(施)昭57. 4.14

農地企画課

8233 8 農村総合整備モデル事業
昭和57年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
承認申請書の提出について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 4
(決)昭57. 3. 5
(施)昭57. 3. 6

農地企画課

8234 1
農村総合整備モデル事業実施計画
地区磐田市南部・中伊豆町

農村総合整備モデル事業実施計画概要（磐田南
部・中伊豆町）

昭和５９年度 農地企画課
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8235 1
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和59年度農村総合整備モデル事業補助金の額の
確定について

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 3 関東農政局

8235 2
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和59年度農村総合整備モデル事業実績報告書の
提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.28
(決)昭60. 6. 8
(施)昭60. 6. 8

農地企画課

8235 3
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和60年度農村総合整備モデル事業の事業実施計
画の承認及び事業実施地区の採択について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 1
(決)昭60. 5. 9
(施)昭60. 5. 9

農地企画課

8235 4
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

復命書（モデル事業に関する打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.28 農地企画課

8235 5
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和60年度農村総合整備モデル事業実施採択申請
書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.12
(決)昭60. 2.15
(施)昭60. 2.15

農地企画課

8235 6
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和59年度農村総合整備モデル事業補助事業遂行
状況報告及び補助金概算請求について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.16
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.21

農地企画課

8235 7
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

農村総合整備モデル事業計画に係る都市住宅部
（下水道課）との協議について

昭和５９年度
(起)昭59.12.13
(決)昭59.12.17
(施)昭59.12.17

農地企画課

8235 8
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

農村総合整備モデル事業計画に係る都市住宅部
（下水道課）との協議について

昭和５９年度
(起)昭59.12.12
(決)昭59.12.15
(施)昭59.12.15

農地企画課

8235 9
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

農村総合整備モデル事業計画に係る都市住宅部
（計画課）との協議について

昭和５９年度
(起)昭59.10.20
(決)昭59.10.23
(施)昭59.10.24

農地企画課

8235 10
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和59年度農村総合整備モデル事業補助金交付決
定の通知について

昭和５９年度 (収)昭59. 6.20 関東農政局

8235 11
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和59年度農村総合整備モデル事業実施計画策定
地域現地調査について

昭和５９年度 (起)昭59. 6. 6 農地企画課

8235 12
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和59年度農村総合整備モデル事業補助金交付申
請書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.17
(決)昭59. 5.19
(施)昭59. 5.19

農地企画課

8235 13
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

農村総合整備モデル事業担当者会議の開催につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 4.26 関東農政局

8235 14
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和59年度農村総合整備モデル事業の予算の割当
てについて

昭和５９年度
(起)昭59. 4.17
(決)昭59. 4.25
(施)昭59. 4.25

農地企画課

8235 15
農村総合整備モデル事業綴り　磐
田市・中伊豆町

昭和59年度農村総合整備モデル事業実施計画地域
の承認について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.21
(決)昭59. 4.25
(施)昭59. 4.25

農地企画課

8236 1
農村総合整備計画（国土庁）磐田
市・中伊豆町

農村総合整備計画作成状況の打合せ会提出資料 昭和５８年度 農地企画課

8237 1 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成費補助金の額の
確定通知について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 1 農地企画課

8237 2 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成事業実績報告書
の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4. 9

農地企画課

8237 3 農業総合整備計画（国土庁） 農村総合整備計画書の提出について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.28
(施)昭59. 3.28

農地企画課

8237 4 農業総合整備計画（国土庁） 復命書（農村整備関係課庁会議） 昭和５８年度 (起)昭59. 2.13 農地企画課

8237 5 農業総合整備計画（国土庁） 農村総合整備計画作成の協議について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.22
(決)昭59. 2.23
(施)昭59. 2.23

農地企画課
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8237 6 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成費補助金の概算
払について

昭和５８年度 (収)昭59. 2.24 国土庁

8237 7 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成費補助金の概算
払請求について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.12
(決)昭59. 1.19
(施)昭59. 1.25

農地企画課

8237 8 農業総合整備計画（国土庁）
昭和59年度農村総合整備計画作成市町村の選定に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.19
(決)昭59. 1.20
(施)昭59. 1.23

農地企画課

8237 9 農業総合整備計画（国土庁） 農村整備関係課庁会議の出席について 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1.11
(施)昭59. 1.12

農地企画課

8237 10 農業総合整備計画（国土庁）
昭和59年度農村総合整備計画作成要望市町村につ
いて

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 9
(決)昭59. 1.11
(施)昭59. 1.12

農地企画課

8237 11 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成状況の打合せに
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 9.10
(決)昭58. 9.11
(施)昭58. 9.11

農地企画課

8237 12 農業総合整備計画（国土庁）
昭和59年度農村総合整備計画作成要望市町村調書
の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.14
(決)昭58. 7.16
(施)昭58. 7.16

農地企画課

8237 13 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成市町村の選定に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 4
(施)昭58. 5. 4

農地企画課

8237 14 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成費補助金交付決
定通知書

昭和５８年度 (収)昭58. 5.21 国土庁

8237 15 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成費補助金交付申
請書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 4.23
(施)昭58. 4.23

農地企画課

8237 16 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成費補助金の割当
内示について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4. 8
(施)昭58. 4. 8

農地企画課

8237 17 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成市町村選定協議
について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.15
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

農地企画課

8237 18 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成市町村の内定に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 7
(決)昭58. 4. 8
(施)昭58. 4. 8

農地企画課

8237 19 農業総合整備計画（国土庁） 昭和58年度農村総合整備計画選定打合せについて 昭和５７年度 (起)昭58. 2.21 農地企画課

8237 20 農業総合整備計画（国土庁）
昭和58年度農村総合整備計画作成市町村選定の国
土庁打合せについて協議について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.19
(決)昭58. 2.19
(施)昭58. 2.21

農地企画課

8238 1 農業用ダム施設調査報告書
昭和56年度農業用ダム施設調書の成果品の提出に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56.10. 1
(決)昭56.10. 5
(施)昭56.10.14

農地企画課

8239 1 中山間地田畑再編成調査報告書
中山間地田畑再編成調査希望地区について（回
答）

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 9
(施)昭58. 5. 9

農地企画課

8239 2 中山間地田畑再編成調査報告書
中山間地田畑再編成調査適地カードの提出につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 5
(決)昭58. 1.10
(施)昭58. 1.10

農地企画課

8240 1
農村地域整備状況調査票（１／
２）

農村地域整備状況調査票（浜松市外） 昭和５７年度 農地企画課

8241 1
農村地域整備状況調査票（２／
２）

農村地域整備状況調査票（天竜市外） 昭和５７年度 農地企画課

8242 1 類型別整備水準設定調査　No.１
昭和56年度類型別整備水準設定調査の成果品の提
出について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 5
(施)昭57. 3. 5

農地企画課
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8243 1 類型別整備水準設定調査　No.２
昭和57年度類型別整備水準設定調査の成果品の提
出について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11.26
(施)昭57.11.27

農地企画課

8243 2 類型別整備水準設定調査　No.２
昭和58年度類型別整備水準設定調査の実施につい
て（依頼）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.23
(決)昭57. 7.27
(施)昭57. 7.27

農地企画課

8243 3 類型別整備水準設定調査　No.２
国庫委託調査「類型別整備水準設定調査」に係る
現地打合せについて

昭和５７年度 (起)昭57. 8. 3 農地企画課

8244 1 農事組合法人成立届　No.１ 農事組合法人設立届出書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.11
農事組合法人豊
広園芸

8244 2 農事組合法人成立届　No.１ 農事組合法人設立届出書 昭和５７年度 (収)昭57. 6.11
農事組合法人ア
ラス種鶏場

8244 3 農事組合法人成立届　No.１ 農事組合法人成立届出書 昭和５７年度 (収)昭57. 7.17
農事組合法人清
静果樹生産組合

8244 4 農事組合法人成立届　No.１ 農事組合法人成立届出書 昭和５７年度 (収)昭57. 9. 7
農事組合法人赤
土原丸伍製茶組
合

8244 5 農事組合法人成立届　No.１ 農事組合法人成立届出書 昭和５７年度 (収)昭57.11.16
農事組合法人賀
茂静花園芸組合

8244 6 農事組合法人成立届　No.１ 農事組合法人成立届出書 昭和５７年度 (収)昭58. 3.24
農事組合法人丸
板茶業組合

8244 7 農事組合法人成立届　No.１ 農事組合法人成立届出書 昭和５７年度 (収)昭58. 3.31
農事組合法人横
向茶業組合

8244 8 農事組合法人成立届　No.１ 農事組合法人設立届書 昭和５８年度 (収)昭58. 7.14
農事組合法人全
健農園

8245 1 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 4.18
農事組合法人興
国共同製茶組合

8245 2 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人設立届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 4.19
農事組合法人マ
ルケイ製茶組合

8245 3 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 5.16
農事組合法人藤
枝市いちご育苗
組合

8245 4 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和５９年度 (収)昭59. 6.27
農事組合法人稲
梓わさび苗育苗
生産組合

8245 5 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和５９年度 (収)昭59.11. 2
農事組合法人
三ヶ日花卉組合

8245 6 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和５９年度 (収)昭59.12.22
農事組合法人東
富士御殿場養鶏
場

8245 7 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和５９年度 (収)昭59.12.28
農事組合法人石
野畜産組合

8245 8 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 3
農事組合法人須
原わさび組合
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8245 9 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和６０年度 (収)昭60.11. 8
農事組合法人旦
付製茶組合

8245 10 農事組合法人成立届　No.２ 農事組合法人成立届出書 昭和６０年度 (収)昭61. 3.12
丸栄八高農事組
合法人

8246 1 協同会社の設立届出等 協同会社の設立届出について（進達） 昭和５９年度
(起)昭59.10. 8
(決)昭59.10. 8
(施)昭59.10. 8

農業団体課

8246 2 協同会社の設立届出等 協同会社「協同食品株式会社」の設立届について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.13
長泉町農業協同
組合

8246 3 協同会社の設立届出等 協同会社の名称変更について（進達） 昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10. 9
(施)昭60.10.11

農業団体課

8247 1
土地区画整理事業計画変更認可・
島田市道悦島

島田市道悦島土地区画整理組合の事業計画の変更
の認可について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.21
(決)昭56. 5.22
(施)昭56. 5.22

計画課

8247 2
土地区画整理事業計画変更認可・
島田市道悦島

島田市道悦島土地区画整理組合の事業計画変更の
縦覧について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.14
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.17

計画課

8248 1
土地区画整理事業計画変更認可・
今之浦

磐南広域都市計画事業今の浦土地区画整理組合の
定款及び事業計画の変更について（認可）

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 4
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6.10

計画課

8248 2
土地区画整理事業計画変更認可・
今之浦

磐南広域都市計画事業今之浦土地区画整理組合の
事業計画及び定款の縦覧について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.24
(施)昭56. 4.25

計画課

8249 1
土地区画整理事業計画変更認可・
湖西市東笠子

湖西市東笠子土地区画整理組合の事業計画の変更
について（認可）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10.12
(施)昭56.10.13

計画課

8249 2
土地区画整理事業計画変更認可・
湖西市東笠子

湖西市東笠子土地区画整理組合の事業計画の変更
について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.21
(決)昭56. 8.31
(施)昭56. 9. 1

計画課

8250 1
土地区画整理事業計画変更認可・
竜洋町中島

竜洋町中島土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて（認可）

昭和５６年度
(起)昭56.10.28
(決)昭56.11. 2
(施)昭56.11. 2

計画課

8250 2
土地区画整理事業計画変更認可・
竜洋町中島

竜洋町中島土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて（縦覧通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 9
(決)昭56. 9.19
(施)昭56. 9.22

計画課

8251 1
島田市道悦島土地区画整理換地計
画

島田市道悦島土地区画整理事業の換地計画の認可
について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.16
(決)昭56. 6.22
(施)昭56. 6.22

計画課

8252 1 湖西市尻枝土地区画整理換地計画
湖西市尻枝土地区画整理組合の換地計画について
（認可）

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 2
(決)昭56. 7.15
(施)昭56. 7.16

計画課

8253 1 竜洋町中島土地区画整理換地計画
竜洋町中島土地区画整理組合の換地計画について
（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56.11.14
(決)昭56.11.17
(施)昭56.11.18

計画課

8254 1
静岡市寺田鎌田土地区画整理事業
換地計画書

静岡市寺田鎌田土地区画整理組合の換地処分の公
告について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 3
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 9

計画課

8254 2
静岡市寺田鎌田土地区画整理事業
換地計画書

静岡市寺田鎌田土地区画整理組合の換地計画の認
可について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.25
(決)昭57. 2. 8
(施)昭57. 2.10

計画課

8255 1
菊川町島崎土地区画整理組合換地
計画書

菊川町島崎土地区画整理組合の換地計画の認可に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 9.17
(決)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.22

計画課

8256 1
富士見北土地区画整理組合換地計
画書１－２

磐南広域都市計画事業富士見北土地区画整理組合
の換地計画の認可について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.10
(決)昭58. 9.20
(施)昭58. 9.20

計画課

8257 1
富士見北土地区画整理組合換地計
画書２－２

各筆各権利別清算金明細書（所有権以外の権利者
の部）

昭和５８年度
(起)昭58. 9.10
(決)昭58. 9.20
(施)昭58. 9.20

計画課
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8258 1
静岡市向敷地土地区画整理組合換
地計画

静岡市向敷地土地区画整理組合の換地計画の認可
について

昭和５８年度
(起)昭58.10.22
(決)昭58.10.27
(施)昭58.10.29

計画課

8259 1
河津都市計画河津浜土地区画整理
事業計画変更認可申請書

河津都市計画河津浜土地区画整理事業の設計の概
要の変更認可について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 3
(決)昭57. 3. 9
(施)昭57. 3. 9

計画課

8260 1
依田原新田土地区画整理事業計画
変更認可申請書

岳南広域都市計画事業依田原新田土地区画整理事
業の設計の概要の変更認可について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 2
(決)昭56.11. 2
(施)昭56.11. 2

計画課

8261 1
富士見北土地区画整理事業計画変
更認可申請書

磐南広域都市計画事業富士見北土地区画整理組合
の理事の氏名等の公告について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 7. 7
(施)昭58. 7. 7

計画課

8261 2
富士見北土地区画整理事業計画変
更認可申請書

磐南広域都市計画事業富士見北土地区画整理組合
の定款及び事業計画の変更認可について

昭和５６年度
(起)昭56. 3.30
(決)昭56. 4. 4
(施)昭56. 4. 5

計画課

8262 1
富士見北土地区画整理事業計画変
更認可申請書

磐南広域都市計画事業冨士見北土地区画整理組合
の事業計画の変更の認可について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.24
(施)昭58. 6.24

計画課

8263 1
藤枝築地上土地区画整理事業計画
変更認可申請書

藤枝市築地上土地区画整理組合の事業計画の変更
について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.10
(決)昭57. 8.14
(施)昭57. 8.16

計画課

8264 1
藤枝市築地上土地区画整理組合換
地計画書

藤枝築地上土地区画整理組合の換地計画について
（認可）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.18
(決)昭57. 9.22
(施)昭57. 9.22

計画課

8265 1
島田中央第二土地区画整理事業換
地計画書

島田金谷広域都市計画島田中央第二地区第一工区
土地区画整理事業の換地計画の認可について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.28
(決)昭57. 6. 5
(施)昭57. 6. 5

計画課

8266 1
森町第三土地区画整理事業換地計
画書

森町第三土地区画整理組合の換地計画認可につい
て（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.21
(決)昭59. 3.26
(施)昭59. 3.26

計画課

8267 1
御殿場市二の岡土地区画整理組合
設立認可

御殿場市二の岡土地区画整理組合の監事の資格証
明について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59.10.31
(決)昭59.11. 8
(施)昭59.11. 8

計画課

8267 2
御殿場市二の岡土地区画整理組合
設立認可

御殿場市二の岡土地区画整理組合の役員の氏名等
の公告について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56.11.24
(決)昭56.11.26

計画課

8267 3
御殿場市二の岡土地区画整理組合
設立認可

御殿場市二の岡土地区画整理組合の設立について
（認可）

昭和５６年度
(起)昭56.10.30
(決)昭56.11. 2
(施)昭56.11. 2

計画課

8267 4
御殿場市二の岡土地区画整理組合
設立認可

御殿場市二の岡土地区画整理組合の事業計画の縦
覧について（通知）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.22
(決)昭56. 9.29
(施)昭56. 9.29

計画課

8267 5
御殿場市二の岡土地区画整理組合
設立認可

御殿場市二の岡土地区画整理組合の事業計画事前
協議について（回答）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.24
(決)昭56. 8.27
(施)昭56. 8.28

計画課

8268 1
蒲原町上原土地区画整理組合事業
計画の変更認可　No.１

役員の氏名及び住所の公告について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 3
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

計画課

8268 2
蒲原町上原土地区画整理組合事業
計画の変更認可　No.１

庵原広域都市計画事業上原土地区画整理組合の事
業計画の変更について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 9
(決)昭58. 2.12
(施)昭58. 2.14

計画課

8269 1
蒲原町上原土地区画整理組合事業
計画の変更認可　No.２

庵原広域都市計画事業上原土地区画整理組合の事
業計画の変更について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.20
(決)昭59. 2.28
(施)昭59. 2.29

計画課

8270 1
蒲原町桝形向高台土地区画整理組
合事業計画の変更認可

蒲原町桝形向高台土地区画整理事業の事業計画変
更の認可について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 7
(決)昭59. 3.12
(施)昭59. 3.13

計画課

8271 1
三島市青木土地区画整理組合事業
計画の変更認可

三島市青木土地区画整理組合の事業計画の変更認
可について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.29
(決)昭59. 7.12
(施)昭59. 7.13

計画課

8272 1
富士宮市野中東土地区画整理組合
事業計画変更認可申請書

富士宮市野中東土地区画整理組合の事業計画の変
更について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.29
(決)昭55. 9. 2
(施)昭55. 9. 3

計画課
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8272 2
富士宮市野中東土地区画整理組合
事業計画変更認可申請書

富士宮市野中東土地区画整理組合の事業計画の変
更について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.12
(決)昭55. 7.23
(施)昭55. 7.24

計画課

8273 1
志太広域都市計画事業藤枝駅前西
土地区画整理事業事業計画書

志太広域都市計画事業藤枝駅前西土地区画整理事
業の設計の概要の変更認可について

昭和５８年度
(起)昭58.12.16
(決)昭58.12.20
(施)昭58.12.20

計画課

8273 2
志太広域都市計画事業藤枝駅前西
土地区画整理事業事業計画書

志太広域都市計画事業藤枝駅前西土地区画整理事
業の事業計画変更の縦覧について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 5
(決)昭58.11.10
(施)昭58.11.10

計画課

8273 3
志太広域都市計画事業藤枝駅前西
土地区画整理事業事業計画書

志太広域都市計画事業藤枝駅前西土地区画整理事
業の設計の概要の変更について

昭和５６年度
(起)昭56.10. 7
(決)昭56.10.13
(施)昭56.10.13

計画課

8273 4
志太広域都市計画事業藤枝駅前西
土地区画整理事業事業計画書

志太広域都市計画事業藤枝駅前西土地区画整理事
業に係る設計の概要の変更について（認可）

昭和５４年度
(起)昭54. 4.18
(決)昭54. 4.23
(施)昭54. 4.23

計画課

8274 1
志太広域都市計画事業藤枝駅前土
地区画整理事業事業事業計画変更
申請書

志太広域都市計画事業藤枝駅前土地区画整理事業
の事業計画の変更認可について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 3
(決)昭57. 3.15
(施)昭57. 3.15

計画課

8275 1
志太広域都市計画事業大村北部土
地区画整理事業事業計画変更申請
書

焼津市大村北部土地区画整理事業組合の事業計画
の変更について（認可）

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 3
(決)昭57. 8. 5
(施)昭57. 8. 9

計画課

8275 2
志太広域都市計画事業大村北部土
地区画整理事業事業計画変更申請
書

焼津市大・大村土地区画整理組合の定款及び事業
計画の変更について

昭和５５年度
(起)昭55.11. 1
(決)昭55.11. 6
(施)昭55.11. 6

計画課

8276 1
修善寺町半経寺土地区画整理組合
の設立認可申請書

修善寺町半経寺土地区画整理組合の理事の氏名等
の公告について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 8
(決)昭58. 7.21
(施)昭58. 7.21

計画課

8276 2
修善寺町半経寺土地区画整理組合
の設立認可申請書

修善寺町半経寺土地区画整理組合の設立について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 7
(決)昭58. 5. 4
(施)昭58. 5. 4

計画課

8277 1
修善寺町半経寺土地区画整理事業
計画の変更認可

修善寺町半経寺土地区画整理組合の事業計画の変
更認可について

昭和５９年度
(起)昭59.11.13
(決)昭59.11.22
(施)昭59.11.22

計画課

8277 2
修善寺町半経寺土地区画整理事業
計画の変更認可

修善寺町半経寺土地区画整理組合の事業計画の変
更認可について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.29
(決)昭59. 7.12
(施)昭59. 7.13

計画課

8278 1
清水市北矢部土地区画整理事業計
画の変更認可

清水市北矢部土地区画整理組合の事業計画の変更
認可について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.26
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 3.30

計画課

8278 2
清水市北矢部土地区画整理事業計
画の変更認可

清水市北矢部土地区画整理組合の事業計画の変更
の認可について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 7
(決)昭58. 4.12
(施)昭58. 4.12

計画課

8279 1
清水市天王石川土地区画整理事業
計画の変更認可

清水市天王石川土地区画整理組合の事業計画の変
更について（認可）

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 1
(決)昭57. 7. 6
(施)昭57. 7. 8

計画課

8279 2
清水市天王石川土地区画整理事業
計画の変更認可

清水市天王石川土地区画整理組合の事業計画変更
の縦覧について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.19
(決)昭57. 2.24
(施)昭57. 2.24

計画課

8280 1
沼津市今沢北土地区画整理換地計
画

沼津市今沢北土地区画整理組合の換地計画の認可
について

昭和５８年度
(起)昭58.10.28
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11. 4

計画課

8281 1
三島市川原ケ谷坂の上土地区画整
理換地計画

三島市川原ケ谷坂の上土地区画整理組合の換地計
画の認可について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 4
(施)昭59.10. 4

計画課

8282 1
御殿場市二の岡土地区画整理換地
計画

御殿場市二の岡土地区画整理組合の換地計画の認
可について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.10
(決)昭59. 9.13
(施)昭59. 9.14

計画課

8283 1
清水市天王石川土地区画整理換地
計画

清水市天王石川土地区画整理組合の換地計画につ
いて（認可）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.10
(決)昭57. 8.18
(施)昭57. 8.18

計画課
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8284 1
三島市竹倉土地区画事業計画の変
更

三島市竹倉土地区画整理組合の換地計画について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.26
(決)昭58. 1.31
(施)昭58. 2. 1

計画課

8284 2
三島市竹倉土地区画事業計画の変
更

三島市竹倉土地区画整理組合の事業計画の変更に
ついて（認可）

昭和５７年度
(起)昭57.12. 2
(決)昭57.12.11

計画課

8285 1
富士宮市小泉土地区画事業計画の
変更

岳南広域都市計画事業　小泉土地区画整理事業の
事業計画の変更決定公告について（報告）

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 2 富士宮市長

8286 1
蒲原町上原土地区画事業計画の変
更

庵原広域都市計画事業上原土地区画整理組合の事
業計画の変更について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 4. 9
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.20

計画課

8286 2
蒲原町上原土地区画事業計画の変
更

庵原広域都市計画事業上原土地区画整理組合の事
業計画変更の縦覧について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 5
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 9

計画課

8287 1
御殿場市二の岡土地区画事業計画
の変更

御殿場市二の岡土地区画整理組合の事業計画の変
更認可について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 5
(決)昭59. 6.14
(施)昭59. 7.27

計画課

8287 2
御殿場市二の岡土地区画事業計画
の変更

御殿場市二の岡土地区画整理組合の事業計画の変
更について

昭和５８年度
(起)昭58.10.24
(決)昭58.10.24
(施)昭58.10.28

計画課

8288 1
富士宮市小泉土地区画整理換地計
画

岳南広域都市計画事業小泉土地区画整理事業の換
地処分について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 2
(決)昭57. 9. 4
(施)昭57. 9. 4

計画課

8288 2
富士宮市小泉土地区画整理換地計
画

岳南広域都市計画事業小泉土地区画整理事業の換
地計画について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.19
(施)昭57. 8.19

計画課

8289 1
河津町河津浜土地区画整理換地計
画

河津都市計画河津浜土地区画整理事業換地計画に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.18
(施)昭57. 6.18

計画課

8289 2
河津町河津浜土地区画整理換地計
画

河津都市計画河津浜土地区画整理事業換地計画に
おける土地の表示について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.23
(施)昭59. 5.23

計画課

8290 1
蒲原町桝形向高台土地区画整理換
地計画

蒲原町桝形向高台土地区画整理組合の換地計画の
認可について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.31
(施)昭59. 7.31

計画課

8291 1 三島市青木土地区画整理換地計画
三島市青木土地区画整理組合の換地計画の認可に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8.15
(施)昭59. 8.15

計画課

8292 1
静岡市向敷地土地区画整理組合事
業計画の変更

静岡市向敷地土地区画整理組合の事業計画の変更
について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.11
(決)昭58. 8.16
(施)昭58. 8.17

計画課

8293 1
三島市川原ケ谷坂の上土地区画整
理組合事業計画の変更

三島市川原ケ谷坂の上土地区画整理組合の事業計
画の変更認可について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.29
(決)昭59. 7.12
(施)昭59. 7.13

計画課

8294 1
三島市青木土地区画整理組合の設
立について

役員の氏名及び住所の公告、公印の届出について 昭和５７年度
(起)昭57.11.12
(決)昭57.11.15
(施)昭57.11.15

計画課

8294 2
三島市青木土地区画整理組合の設
立について

三島市青木土地区画整理組合の設立認可について 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 6
(決)昭57. 9.12
(施)昭57. 9.14

計画課

8295 1
三島市川原ケ谷坂の上土地区画整
理組合の設立について

三島市川原ケ谷坂の上土地区画整理組合の役員、
公印及び組合の資格証明について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.28
(決)昭57. 7.31
(施)昭57. 8. 2

計画課

8295 2
三島市川原ケ谷坂の上土地区画整
理組合の設立について

三島市川原ケ谷坂の上土地区画整理組合の役員の
氏名及び住所の公告について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.17
(施)昭57. 6.17

計画課

8295 3
三島市川原ケ谷坂の上土地区画整
理組合の設立について

三島市川原ケ谷坂の上土地区画整理組合の設立認
可について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.22
(施)昭57. 4.22

計画課

8295 4
三島市川原ケ谷坂の上土地区画整
理組合の設立について

三島市川原ケ谷坂の上土地区画整理組合の事業計
画（設立）の縦覧通知について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 6
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 9

計画課
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8296 1
都市計画事業沼津市復興土地区画
事業（西条工区）換地計画　No.
１

東駿河湾広域都市計画事業復興土地区画整理事業
（西条工区）換地計画認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 4
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

計画課

8297 1
都市計画事業沼津市復興土地区画
事業（西条工区）換地計画　No.
２

東駿河湾広域都市計画事業復興土地区画整理事業
（西条工区）換地計画認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 4
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

計画課

8298 1
都市計画事業沼津市復興土地区画
事業（西条工区）換地計画　No.
３

東駿河湾広域都市計画事業復興土地区画整理事業
（西条工区）換地計画認可について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 4
(決)昭60. 9.17
(施)昭60. 9.17

計画課

8299 1
島田市北島東土地区画整理組合設
立認可

島田市北島東土地区画整理組合設立事前協議申請
について（副申）

昭和５７年度 (収)昭57.12.10
島田土木事務所
長

8299 2
島田市北島東土地区画整理組合設
立認可

島田市北島東土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.25
(決)昭58. 5.30

計画課

8299 3
島田市北島東土地区画整理組合設
立認可

島田市北島東土地区画整理組合の設立について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.22
(決)昭58. 3.25
(施)昭58. 3.26

計画課

8300 1
榛原町中槍土地区画整理組合事前
協議

榛原町中槍土地区画整理事業の事前協議の応諾に
ついて（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 1
(決)昭60. 5.30

計画課

8301 1
岡部町天神前土地区画整理組合設
立認可

岡部町天神前土地区画整理組合の役員の氏名等の
公告について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 4
(決)昭58. 6. 8

計画課

8301 2
岡部町天神前土地区画整理組合設
立認可

岡部町天神前土地区画整理組合の設立について
（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.14
(決)昭58. 3.17
(施)昭58. 3.17

計画課

8302 1
岡部町天神前土地区画整理組合事
業計画変更

岡部町天神前土地区画整理組合の事業計画変更認
可について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.21
(決)昭59. 5. 7
(施)昭59. 5. 7

計画課

8303 1
藤枝市南新屋土地区画整理組合設
立認可

藤枝市南新屋土地区画整理組合の設立の認可につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56.10.17
(決)昭56.10.21
(施)昭56.10.21

計画課

8303 2
藤枝市南新屋土地区画整理組合設
立認可

藤枝市南新屋土地区画整理組合の設立の認可申請
について

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 8
(決)昭56. 9.17
(施)昭56. 9.17

計画課

8304 1
藤枝市南新屋土地区画整理組合事
業計画変更（１）

藤枝市南新屋土地区画整理組合の事業計画の変更
について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.30
(決)昭57. 5.12
(施)昭57. 5.13

計画課

8304 2
藤枝市南新屋土地区画整理組合事
業計画変更（１）

藤枝市南新屋土地区画整理組合の事業計画変更の
縦覧について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.18
(決)昭57. 3.20
(施)昭57. 3.20

計画課

8305 1
藤枝市南新屋土地区画整理組合事
業計画変更（２）

藤枝市南新屋土地区画整理組合の事業計画の変更
について（認可）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.10
(決)昭57. 8.14
(施)昭57. 8.16

計画課

8306 1
湖西市茶屋松土地区画整理事業計
画認可

湖西市茶屋松土地区画整理組合の理事の氏名等の
公告について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 4
(決)昭58. 3. 8
(施)昭58. 3. 8

計画課

8306 2
湖西市茶屋松土地区画整理事業計
画認可

湖西市茶屋松土地区画整理組合の設立認可につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 9.22
(決)昭57.10. 2
(施)昭57.10. 4

計画課

8307 1
湖西市茶屋松土地区画整理事業計
画変更

湖西市茶屋松土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更の認可について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.30
(施)昭59. 3.30

計画課

8308 1
湖西市茶屋松土地区画整理事業計
画変更

湖西市茶屋松土地区画整理組合の定款及び事業計
画の変更認可について

昭和５９年度
(起)昭59.11.27
(決)昭59.12. 3
(施)昭60. 1. 7

計画課

8309 1
浜松市早出北土地区画整理事業計
画変更認可

浜松市早出北土地区画整理事業の事業計画の変更
の認可について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.15
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

計画課

8310 1
磐田市今ノ浦土地区画事業計画定
款及び事業計画変更認可

磐南広域都市計画事業今之浦土地区画整理組合の
理事の氏名等の公告について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.21
(決)昭59. 6.26

計画課
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8310 2
磐田市今ノ浦土地区画事業計画定
款及び事業計画変更認可

磐南広域都市計画事業今之浦土地区画整理組合の
定款及び事業計画の変更認可について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.27
(決)昭59. 5. 4
(施)昭59. 5. 7

計画課

8311 1
定款及び事業計画変更書　子安土
地区画組合

西遠広域都市計画事業子安土地区画整理組合の定
款及び事業計画の変更の認可について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭59. 3.29
(決)昭59. 3.29
(施)昭59. 3.29

計画課

8312 1 建築審査会議事録（第306回）
第306回静岡県建築審査会議事録の署名依頼につ
いて

昭和６０年度
(起)昭61. 1.29
(決)昭61. 1.30
(施)昭61. 2.12

建築課

8313 1 建築関係条例規則改正 建築士法施行細則の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.27

建築課

8313 2 建築関係条例規則改正 建築基準法施行細則の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60. 9.30
(施)昭60.10. 1

建築課

8313 3 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部改正につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60. 9.30
(施)昭60.10. 1

建築課

8313 4 建築関係条例規則改正
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第４条の
規定による知事の定める書類の部数について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.26
(施)昭60.10. 1

建築課

8313 5 建築関係条例規則改正 浄化槽工事業者登録簿の閲覧規則の制定について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.20
(決)昭60. 9.26
(施)昭60.10. 1

建築課

8313 6 建築関係条例規則改正
建築確認の申請に関する図書の閲覧規定の一部改
正について

昭和６０年度
(起)昭60. 3.26
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 4. 5

建築課

8313 7 建築関係条例規則改正
静岡県建築関係手数料徴収規則の一部改正につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3.26

建築課

8313 8 建築関係条例規則改正
昭和59年度内に制定又は改廃する予定の規則につ
いて（伺い）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.30
(決)昭60. 2. 1

建築課

8313 9 建築関係条例規則改正
静岡県建築基準条例第50条に規定する知事が定め
る建築物の増築等の範囲の一部改正について（伺
い）

昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭59.10.20

建築課

8313 10 建築関係条例規則改正 建築基準法施行細則の一部改正について（送付） 昭和５９年度 (起)昭59. 8.15 建築課

8313 11 建築関係条例規則改正 建築士法施行細則等の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.13
(決)昭59. 8.14

建築課

8313 12 建築関係条例規則改正 建築基準法施行細則の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.26
(決)昭59. 6.29

建築課

8314 1 静岡県歳入歳出決算書 昭和59年度静岡県歳入歳出決算書

8314 2 静岡県歳入歳出決算書 昭和60年度静岡県歳入歳出決算書

8315 1 昭和56年静岡県議会議決書 昭和56年２月県議会定例会議決書 昭和５５年度 議事課

8315 2 昭和56年静岡県議会議決書 昭和56年６月県議会定例会議決書 昭和５６年度 議事課

8315 3 昭和56年静岡県議会議決書 昭和56年９月県議会定例会議決書 昭和５６年度 議事課
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8315 4 昭和56年静岡県議会議決書 昭和56年11月県議会定例会議決書 昭和５６年度 議事課

8316 1 昭和57年静岡県議会議決書 昭和57年２月県議会定例会議決書 昭和５６年度 議事課

8316 2 昭和57年静岡県議会議決書 昭和57年６月県議会定例会議決書 昭和５７年度 議事課

8316 3 昭和57年静岡県議会議決書 昭和57年９月県議会定例会議決書 昭和５７年度 議事課

8316 4 昭和57年静岡県議会議決書 昭和57年11月県議会定例会議決書 昭和５７年度 議事課

8317 1 昭和58年静岡県議会議決書 昭和58年２月県議会定例会議決書 昭和５７年度 議事課

8317 2 昭和58年静岡県議会議決書 昭和58年５月県議会定例会議決書 昭和５８年度 議事課

8317 3 昭和58年静岡県議会議決書 昭和58年６月県議会定例会議決書 昭和５８年度 議事課

8317 4 昭和58年静岡県議会議決書 昭和58年９月県議会定例会議決書 昭和５８年度 議事課

8317 5 昭和58年静岡県議会議決書 昭和58年11月県議会定例会議決書 昭和５８年度 議事課

8318 1 昭和59年静岡県議会議決書 昭和59年２月県議会定例会議決書 昭和５８年度 議事課

8318 2 昭和59年静岡県議会議決書 昭和59年６月県議会定例会議決書 昭和５９年度 議事課

8318 3 昭和59年静岡県議会議決書 昭和59年９月県議会定例会議決書 昭和５９年度 議事課

8318 4 昭和59年静岡県議会議決書 昭和59年11月県議会定例会議決書 昭和５９年度 議事課

8319 1 昭和60年静岡県議会議決書 昭和60年２月県議会定例会議決書 昭和５９年度 議事課

8319 2 昭和60年静岡県議会議決書 昭和60年６月県議会定例会議決書 昭和６０年度 議事課

8319 3 昭和60年静岡県議会議決書 昭和60年９月県議会定例会議決書 昭和６０年度 議事課

8319 4 昭和60年静岡県議会議決書 昭和60年11月県議会定例会議決書 昭和６０年度 議事課

8320 1 昭和57年度総務委員会会議録 ６月定例会総務委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8320 2 昭和57年度総務委員会会議録 ９月定例会総務委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8320 3 昭和57年度総務委員会会議録 11月定例会総務委員会会議録 昭和５７年度 議事課
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8320 4 昭和57年度総務委員会会議録 ２月定例会総務委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8321 1 昭和57年度環境企業委員会会議録 ６月定例会環境企業委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8321 2 昭和57年度環境企業委員会会議録 ９月定例会環境企業委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8321 3 昭和57年度環境企業委員会会議録 11月定例会環境企業委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8321 4 昭和57年度環境企業委員会会議録 ２月定例会環境企業委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8322 1 昭和57年度厚生委員会会議録 ２月定例会厚生委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8322 2 昭和57年度厚生委員会会議録 11月定例会厚生委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8322 3 昭和57年度厚生委員会会議録 ９月定例会厚生委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8322 4 昭和57年度厚生委員会会議録 ６月定例会厚生委員会会議録 昭和５７年度 議事課

8323 1 昭和57年度農林水産委員会会議録
２月定例会農林水産委員会会議録（昭和58年３月
９日～11日）

昭和５７年度 議事課

8323 2 昭和57年度農林水産委員会会議録
11月定例会農林水産委員会会議録（昭和57年12月
13日）

昭和５７年度 議事課

8323 3 昭和57年度農林水産委員会会議録
９月定例会農林水産委員会会議録（昭和57年10月
12日～13日）

昭和５７年度 議事課

8323 4 昭和57年度農林水産委員会会議録
６月定例会農林水産委員会会議録（昭和57年７月
12日～13日）

昭和５７年度 議事課

8324 1 昭和57年度建設委員会会議録
６月定例会建設委員会会議録（昭和57年７月12日
～13日）

昭和５７年度 議事課

8324 2 昭和57年度建設委員会会議録
９月定例会建設委員会会議録（昭和57年10月12日
～13日）

昭和５７年度 議事課

8324 3 昭和57年度建設委員会会議録
11月定例会建設委員会会議録（昭和57年12月13日
～14日）

昭和５７年度 議事課

8324 4 昭和57年度建設委員会会議録
２月定例会建設委員会会議録（昭和58年３月９日
～11日）

昭和５７年度 議事課

8325 1 昭和56年度総務委員会会議録
６月定例会総務委員会会議録（昭和56年７月６日
～７日）

昭和５６年度 議事課

8325 2 昭和56年度総務委員会会議録
９月定例会総務委員会会議録（昭和56年10月７日
～８日）

昭和５６年度 議事課

8325 3 昭和56年度総務委員会会議録
11月定例会総務委員会会議録（昭和56年12月７日
～８日）

昭和５６年度 議事課

8325 4 昭和56年度総務委員会会議録
２月定例会総務委員会会議録（昭和57年３月10日
～15日）

昭和５６年度 議事課
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8326 1 昭和56年度環境企業委員会会議録
６月定例会環境企業委員会会議録（昭和56年７月
６日～７日）

昭和５６年度 議事課

8326 2 昭和56年度環境企業委員会会議録
９月定例会環境企業委員会会議録（昭和56年10月
７日～９日）

昭和５６年度 議事課

8326 3 昭和56年度環境企業委員会会議録
11月定例会環境企業委員会会議録（昭和56年12月
７日～８日）

昭和５６年度 議事課

8326 4 昭和56年度環境企業委員会会議録
２月定例会環境企業委員会会議録（昭和57年３月
10日～15日）

昭和５６年度 議事課

8327 1 昭和56年度厚生委員会会議録 ６月定例会厚生委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8327 2 昭和56年度厚生委員会会議録 ９月定例会厚生委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8327 3 昭和56年度厚生委員会会議録 11月定例会厚生委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8327 4 昭和56年度厚生委員会会議録 ２月定例会厚生委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8328 1 昭和56年度農林水産委員会会議録 ６月定例会農林水産委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8328 2 昭和56年度農林水産委員会会議録 ９月定例会農林水産委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8328 3 昭和56年度農林水産委員会会議録 11月定例会農林水産委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8328 4 昭和56年度農林水産委員会会議録 ２月定例会農林水産委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8329 1 昭和56年度建設委員会会議録 ６月定例会建設委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8329 2 昭和56年度建設委員会会議録 ９月定例会建設委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8329 3 昭和56年度建設委員会会議録 11月定例会建設委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8329 4 昭和56年度建設委員会会議録 ２月定例会建設委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8330 1 昭和56年度商工文教委員会会議録 ６月定例会商工文教委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8330 2 昭和56年度商工文教委員会会議録 ９月定例会商工文教委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8330 3 昭和56年度商工文教委員会会議録 11月定例会商工文教委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8330 4 昭和56年度商工文教委員会会議録 ２月定例会商工文教委員会会議録 昭和５６年度 議事課

8331 1 昭和56年度労働警察委員会会議録
２月定例会労働警察委員会会議録（昭和57年３月
10日～15日）

昭和５６年度 議事課
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8331 2 昭和56年度労働警察委員会会議録
11月定例会労働警察委員会会議録（昭和56年12月
７日～８日）

昭和５６年度 議事課

8331 3 昭和56年度労働警察委員会会議録
９月定例会労働警察委員会会議録（昭和56年10月
７日～８日）

昭和５６年度 議事課

8331 4 昭和56年度労働警察委員会会議録
６月定例会労働警察委員会会議録（昭和56年７月
６日）

昭和５６年度 議事課

8332 1 昭和57年度商工文教委員会会議録
６月定例会商工文教委員会会議録（昭和57年７月
12日～13日）

昭和５７年度 議事課

8332 2 昭和57年度商工文教委員会会議録
９月定例会商工文教委員会会議録（昭和57年10月
12日～14日）

昭和５７年度 議事課

8332 3 昭和57年度商工文教委員会会議録
11月定例会商工文教委員会会議録（昭和57年12月
13日～14日）

昭和５７年度 議事課

8332 4 昭和57年度商工文教委員会会議録
２月定例会商工文教委員会会議録（昭和58年３月
９日～11日）

昭和５７年度 議事課

8333 1 昭和57年度労働警察委員会会議録
６月定例会労働警察委員会会議録（昭和57年７月
12日～13日）

昭和５７年度 議事課

8333 2 昭和57年度労働警察委員会会議録
９月定例会労働警察委員会会議録（昭和57年10月
12日～13日）

昭和５７年度 議事課

8333 3 昭和57年度労働警察委員会会議録
11月定例会労働警察委員会会議録（昭和57年12月
13日）

昭和５７年度 議事課

8333 4 昭和57年度労働警察委員会会議録
２月定例会労働警察委員会会議録（昭和58年３月
９日～11日）

昭和５７年度 議事課

8334 1
初級試験における男女区分につい
て－本県照会－

初級試験（事務）の受験資格に係る男女区分の状
況集計結果の送付について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 4
(決)昭59. 7. 4
(施)昭59. 7. 4

職員課

8334 2
初級試験における男女区分につい
て－本県照会－

初級試験（事務）の受験資格に係る男女区分の状
況について（照会）

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 1
(決)昭59. 6. 1
(施)昭59. 6. 1

職員課

8335 1
男女雇用について－栃木県照会・
全国－

採用試験における受験資格等について（調査結
果）

昭和５９年度 栃木県

8336 1 昭和56年度静岡県芸術祭 昭和56年度静岡県芸術祭第１回企画委員会 昭和５６年度 (施)昭56. 4.27 文化課

8336 2 昭和56年度静岡県芸術祭
昭和56年度静岡県芸術祭第１回実行委員会－美術
部門－

昭和５６年度 (施)昭56. 5.19 文化課

8336 3 昭和56年度静岡県芸術祭
昭和56年度静岡県芸術祭第１回実行委員会－文学
部門－

昭和５６年度 (施)昭56. 5.20 文化課

8336 4 昭和56年度静岡県芸術祭
昭和56年度静岡県芸術祭第１回実行委員会－委託
部門－

昭和５６年度 (施)昭56. 5.22 文化課

8336 5 昭和56年度静岡県芸術祭 昭和56年度静岡県芸術祭第２回企画委員会 昭和５６年度 (施)昭56. 5.28 文化課

8336 6 昭和56年度静岡県芸術祭 昭和56年度静岡県芸術祭美術部門実行委員会 昭和５６年度 (施)昭56.10.22 文化課

8336 7 昭和56年度静岡県芸術祭
昭和56年度静岡県芸術祭第３回実行委員会－美術
部門－

昭和５６年度 (施)昭56.12.11 文化課
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8336 8 昭和56年度静岡県芸術祭 昭和56年度静岡県芸術祭第３回企画委員会 昭和５６年度 (施)昭57. 3.17 文化課

8337 1 昭和58年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表　昭和59年２月１日現在 昭和５８年度 医務課

8338 1 昭和59年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表　昭和60年２月１日現在 昭和５９年度 医務課

8339 1 昭和60年度温泉実態調査一覧表 温泉実態調査一覧表　昭和61年２月１日現在 昭和６０年度 医務課

8340 1
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

昭和55年度展示ほ成績書 昭和５５年度
中遠農業改良普
及所

8340 2
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

昭和55年度普及課題解決実績の概要 昭和５５年度
中部農業改良普
及所

8340 3
昭和55年度農業改良普及実績の概
要

農業改良普及実績の概要 昭和５５年度
西部農業改良普
及所

8341 1
昭和56年度農業改良普及実績の概
要

農業改良普及実績の概要 昭和５６年度
賀茂農業改良普
及所

8341 2
昭和56年度農業改良普及実績の概
要

昭和56年度農業改良普及実績の概要 昭和５６年度
東部農業改良普
及所

8341 3
昭和56年度農業改良普及実績の概
要

昭和56年度普及展示ほ成績書 昭和５６年度
東部農業改良普
及所

8341 4
昭和56年度農業改良普及実績の概
要

普及課題解決実績書 昭和５６年度
中部農業改良普
及所

8341 5
昭和56年度農業改良普及実績の概
要

昭和56年度農業改良普及実績書 昭和５６年度
中遠農業改良普
及所

8341 6
昭和56年度農業改良普及実績の概
要

農業改良普及実績の概要 昭和５６年度
西部農業改良普
及所

8342 1
昭和57年度農業改良普及実績の概
要

農業改良普及実績の概要 昭和５７年度
賀茂農業改良普
及所

8342 2
昭和57年度農業改良普及実績の概
要

昭和57年度農業改良普及実績の概要 昭和５７年度
東部農業改良普
及所

8342 3
昭和57年度農業改良普及実績の概
要

普及課題解決実績書 昭和５７年度
中部農業改良普
及所

8342 4
昭和57年度農業改良普及実績の概
要

昭和57年度農業改良普及実績書 昭和５７年度
中遠農業改良普
及所

8342 5
昭和57年度農業改良普及実績の概
要

農業改良普及実績の概要 昭和５７年度
西部農業改良普
及所

8343 1
昭和58年度農業改良普及実績の概
要

農業改良普及実績の概要 昭和５８年度
賀茂農業改良普
及所

8343 2
昭和58年度農業改良普及実績の概
要

昭和58年度農業改良普及実績の概要 昭和５８年度
東部農業改良普
及所

8343 3
昭和58年度農業改良普及実績の概
要

昭和58年度農業改良普及実績の概要 昭和５８年度
東部農業改良普
及所富士支所
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8343 4
昭和58年度農業改良普及実績の概
要

昭和58年度普及課題解決実績書 昭和５８年度
中部農業改良普
及所

8343 5
昭和58年度農業改良普及実績の概
要

昭和58年度普及課題解決実績書 昭和５８年度
志太榛原農林事
務所

8343 6
昭和58年度農業改良普及実績の概
要

昭和58年度農業改良普及実績書 昭和５８年度
中遠農業改良普
及所

8343 7
昭和58年度農業改良普及実績の概
要

昭和58年度農業改良普及実績書 昭和５８年度 北遠農林事務所

8343 8
昭和58年度農業改良普及実績の概
要

農業改良普及実績の概要 昭和５８年度
西部農業改良普
及所

8344 1 昭和58年度農業改良普及計画書
昭和58年度農業改良普及計画書（普及所作成）の
配布について

昭和５８年度 (起)昭58. 5.11 農業技術課

8345 1
昭和56年静岡県議会会議録　
（１）

昭和56年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５５年度
議会事務局図書
室

8345 2
昭和56年静岡県議会会議録　
（１）

昭和56年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５６年度
議会事務局図書
室

8346 1
昭和56年静岡県議会会議録　
（２）

昭和56年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５６年度
議会事務局図書
室

8346 2
昭和56年静岡県議会会議録　
（２）

昭和56年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５６年度
議会事務局図書
室

8347 1
昭和57年静岡県議会会議録　
（１）

昭和57年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５６年度 図書室

8347 2
昭和57年静岡県議会会議録　
（１）

昭和57年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５７年度 図書室

8348 1
昭和57年静岡県議会会議録　
（２）

昭和57年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５７年度 図書室

8348 2
昭和57年静岡県議会会議録　
（２）

昭和57年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５７年度 図書室

8349 1
昭和58年静岡県議会会議録　
（１）

昭和58年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５７年度 図書室

8349 2
昭和58年静岡県議会会議録　
（１）

昭和58年５月静岡県議会臨時会会議録 昭和５８年度 図書室

8349 3
昭和58年静岡県議会会議録　
（１）

昭和58年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５８年度 図書室

8350 1
昭和58年静岡県議会会議録　
（２）

昭和58年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５８年度 図書室

8350 2
昭和58年静岡県議会会議録　
（２）

昭和58年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５８年度 図書室

8351 1
昭和59年静岡県議会会議録　
（１）

昭和59年２月静岡県議会定例会会議録 昭和５８年度 図書室

8351 2
昭和59年静岡県議会会議録　
（１）

昭和59年６月静岡県議会定例会会議録 昭和５９年度 図書室
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8352 1
昭和59年静岡県議会会議録　
（２）

昭和59年９月静岡県議会定例会会議録 昭和５９年度 図書室

8352 2
昭和59年静岡県議会会議録　
（２）

昭和59年11月静岡県議会定例会会議録 昭和５９年度 図書室

8353 1 静岡県議会百年史写真原画等 歴代県議会議員（集合写真）他 昭和５３年度 静岡県議会

8353 2 静岡県議会百年史写真原画等
歴代議長及び副議長・県知事・県議会議員（個別
写真）

昭和５３年度 静岡県議会

8353 3 静岡県議会百年史写真原画等 個人写真 昭和５３年度 静岡県議会

8353 4 静岡県議会百年史写真原画等 写真ネガ 昭和５３年度 静岡県議会

8353 5 静岡県議会百年史写真原画等 本文掲載写真等 昭和５３年度 静岡県議会

8353 6 静岡県議会百年史写真原画等 その他写真 昭和５３年度 静岡県議会

8354 1 昭和29年度静岡農林水産統計年報 昭和29年度静岡農林水産統計年報 昭和２９年度 茶業農産課

8355 1 昭和31年静岡農林水産統計年報 昭和31年静岡農林水産統計年報 昭和３１年度 茶業農産課

8356 1
昭和35年～38年静岡農林水産統計
年報

昭和35年静岡農林水産統計年報 昭和３５年度 茶業農産課

8356 2
昭和35年～38年静岡農林水産統計
年報

昭和36年静岡農林水産統計年報 昭和３６年度 茶業農産課

8356 3
昭和35年～38年静岡農林水産統計
年報

昭和37年静岡農林水産統計年報 昭和３７年度 茶業農産課

8356 4
昭和35年～38年静岡農林水産統計
年報

昭和38年静岡農林水産統計年報 昭和３８年度 茶業農産課

8357 1
昭和39年～44年静岡農林水産統計
年報

昭和39年～40年静岡農林水産統計年報 昭和４０年度 茶業農産課

8357 2
昭和39年～44年静岡農林水産統計
年報

昭和41年～42年静岡農林水産統計年報 昭和４２年度 茶業農産課

8357 3
昭和39年～44年静岡農林水産統計
年報

昭和42年～43年静岡農林水産統計年報 昭和４３年度 茶業農産課

8357 4
昭和39年～44年静岡農林水産統計
年報

昭和43年～44年静岡農林水産統計年報 昭和４４年度 茶業農産課

8358 1
昭和44年～48年静岡農林水産統計
年報

昭和44年～45年静岡農林水産統計年報 昭和４５年度 茶業農産課

8358 2
昭和44年～48年静岡農林水産統計
年報

昭和45年～46年静岡農林水産統計年報 昭和４６年度 茶業農産課

8358 3
昭和44年～48年静岡農林水産統計
年報

昭和46年～47年静岡農林水産統計年報 昭和４７年度 茶業農産課
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8358 4
昭和44年～48年静岡農林水産統計
年報

昭和47年～48年静岡農林水産統計年報 昭和４８年度 茶業農産課

8359 1
昭和48年～53年静岡農林水産統計
年報

昭和48年～49年静岡農林水産統計年報 昭和４９年度 茶業農産課

8359 2
昭和48年～53年静岡農林水産統計
年報

昭和49年～50年静岡農林水産統計年報 昭和５０年度 茶業農産課

8359 3
昭和48年～53年静岡農林水産統計
年報

昭和50年～51年静岡農林水産統計年報 昭和５１年度 茶業農産課

8359 4
昭和48年～53年静岡農林水産統計
年報

昭和51年～52年静岡農林水産統計年報 昭和５２年度 茶業農産課

8359 5
昭和48年～53年静岡農林水産統計
年報

昭和52年～53年静岡農林水産統計年報 昭和５３年度 茶業農産課

8360 1
長泉町　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５４年度
(起)昭54. 6.18
(決)昭54. 7. 2
(施)昭54. 7. 2

農政課

8361 1
戸田村　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(施)昭55. 3.31

農政課

8362 1
伊東市　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５４年度
(起)昭54. 7.10
(施)昭54. 7.14

農政課

8363 1
雄踏町　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

農政課

8364 1
浜松市　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５４年度
(起)昭55. 3.28
(施)昭55. 3.31

農政課

8365 1
中川根町　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５５年度
(起)昭55. 7. 8
(決)昭55. 7.22
(施)昭55. 7.22

農政課

8366 1
大仁町　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

農政課

8367 1
舞阪町　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５５年度
(起)昭56. 3.23
(決)昭56. 3.30
(施)昭56. 3.30

農政課

8368 1
水窪町　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５５年度
(起)昭55.10.27
(決)昭55.11.10
(施)昭55.11.10

農政課

8369 1
本川根町　農業振興地域整備計画
（特別管理）

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５５年度
(起)昭55. 8.23
(決)昭55. 9. 9
(施)昭55. 9. 9

農政課

8370 1
特別管理地域　農業振興地域整備
計画の認可　沼津市

農業振興地域整備計画の変更について（認可） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.10
(決)昭57. 3.17
(施)昭57. 3.18

農政課

8371 1 縣有財産木材會館 縣有地貸付について 昭和２２年度
(起)昭22.10.20
(決)昭22.10.22

庶務課

8371 2 縣有財産木材會館 縣有地貸付について 昭和２８年度
(起)昭28. 7.23
(決)昭28. 8.17
(施)昭28. 8.19

庶務課

8372 1 連合軍接収土地家屋関係
進駐軍の接収及び使用する土地建物等の使用料請
求について

庶務課

8372 2 連合軍接収土地家屋関係
進駐軍の接収及び使用する土地の賃貸契約の改訂
について

昭和２４年度 (起)昭24. 7.21 庶務課
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8372 3 連合軍接収土地家屋関係
進駐軍の接収及び使用する土地の賃貸契約の改訂
について

昭和２５年度 (起)昭25. 8. 3 庶務課

8372 4 連合軍接収土地家屋関係
接収不動産の昭和26年度借上契約書の調印につい
て

昭和２６年度 (起)昭26.10.17 庶務課

8372 5 連合軍接収土地家屋関係 連合國軍接収不動産の借上改訂契約書について 昭和２６年度
(起)昭26. 8.20
(施)昭26. 8.21

庶務課

8372 6 連合軍接収土地家屋関係 連合國軍接収不動産の借上改訂契約書について 昭和２６年度
(起)昭26. 8.28
(施)昭26. 8.29

庶務課

8372 7 連合軍接収土地家屋関係
接収土地建物の固定資産税台帳登録価格その他調
査依頼に関する回答

昭和２７年度
(起)昭27. 4. 7
(施)昭27. 4.19

庶務課

8372 8 連合軍接収土地家屋関係 知事印押捺について 昭和２７年度 (起)昭27. 9. 4 庶務課

8372 9 連合軍接収土地家屋関係 拂下物件売買契約書について 昭和２７年度
(起)昭27. 9.29
(施)昭27.10. 1

庶務課

8372 10 連合軍接収土地家屋関係 返還物品の拂下について 昭和２７年度 (起)昭27. 9.24 庶務課

8372 11 連合軍接収土地家屋関係 駐留軍使用物件の拂下について 昭和２７年度 (起)昭27. 9. 4 庶務課

8372 12 連合軍接収土地家屋関係 元教育会館の受領について 昭和２７年度 (起)昭27. 7.19 庶務課

8372 13 連合軍接収土地家屋関係 接収財産の受領について 昭和２７年度
(起)昭27. 8. 4
(施)昭27. 8. 7

庶務課

8372 14 連合軍接収土地家屋関係 駐留軍使用施設に関する契約について 昭和２７年度
(起)昭27.10.14
(施)昭27.10.16

庶務課

8372 15 連合軍接収土地家屋関係 拂下物件の受領について 昭和２７年度
(起)昭27.12.12
(施)昭27.12.16

庶務課

8372 16 連合軍接収土地家屋関係 返還財産の改修について 昭和２８年度
(起)昭28. 7.29
(決)昭28. 7.30
(施)昭28. 7.30

庶務課

8372 17 連合軍接収土地家屋関係 土地建物等賃貸借契約書について 昭和２８年度
(起)昭28.10. 2
(決)昭28.10. 3
(施)昭28.10. 3

庶務課

8372 18 連合軍接収土地家屋関係 返還財産引渡調書について 昭和２９年度
(起)昭29. 5.17
(決)昭29. 5.17
(施)昭29. 5.17

庶務課

8372 19 連合軍接収土地家屋関係 返還財産異動状況明細書について 昭和２９年度
(起)昭29. 4.27
(決)昭29. 4.27
(施)昭29. 4.27

庶務課

8372 20 連合軍接収土地家屋関係 返還財産の改修について増加利得計算について 昭和２７年度 (起)昭27.12. 5 庶務課

8372 21 連合軍接収土地家屋関係 返還財産の改修について増加利得計算について 昭和２７年度
(起)昭27.11.11
(施)昭27.11.14

庶務課

8372 22 連合軍接収土地家屋関係 返還財産引渡調書の調印について 昭和３０年度
(起)昭30. 7.30
(決)昭30. 8. 2
(施)昭30. 8. 2

庶務課

8372 23 連合軍接収土地家屋関係 接収解除財産について 昭和３０年度
(起)昭30.11. 9
(決)昭30.11.10
(施)昭30.11.10

庶務課
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8372 24 連合軍接収土地家屋関係 返還財産増加利得額に対する同意書について 昭和３１年度
(起)昭31.10.17
(決)昭31.10.20
(施)昭31.10.20

庶務課

8373 1 縣有財産自動車計量衡器 縣有財産の貸付料について 昭和２４年度
(起)昭24.11.15
(施)昭24.11.15

庶務課

8373 2 縣有財産自動車計量衡器 自動車掛計量衝器の貸付について伺 昭和２４年度 (起)昭24. 9.19 庶務課

8373 3 縣有財産自動車計量衡器 縣有財産の貸付について 昭和２６年度 (起)昭26.10.19 庶務課

8373 4 縣有財産自動車計量衡器 縣有財産の貸付について 昭和２９年度
(起)昭29.12. 8
(決)昭29.12.16

庶務課

8373 5 縣有財産自動車計量衡器 自動車掛計量衝器能力改造について 昭和２７年度
(起)昭27. 7.23
(決)昭27. 7.23

庶務課

8373 6 縣有財産自動車計量衡器 県有物件の売却について 昭和３２年度 (起)昭32. 9.30 庶務課

8374 1 警察関係縣有財産の移管 縣有財産譲與許可に関する件 昭和２３年度 (起)昭24. 3.26 警察会計課

8374 2 警察関係縣有財産の移管 警察用財産の譲渡方について 昭和２４年度 (起)昭24. 9.29 庶務課

8374 3 警察関係縣有財産の移管 旧縣有警察用財産の登記承諾書について 昭和２４年度
(起)昭24.11.14
(施)昭24.11.16

庶務課

8374 4 警察関係縣有財産の移管 縣有警察用財産の処分に関する授受書について 昭和２４年度
(起)昭25. 1.14
(施)昭25. 1.24

庶務課

8374 5 警察関係縣有財産の移管 縣有警察用財産の処分に関する授受書について 昭和２４年度
(起)昭24.12. 7
(施)昭24.12.13

庶務課

8374 6 警察関係縣有財産の移管 縣有警察用財産の授受について 昭和２４年度
(起)昭24.10.11
(施)昭24.10.21

庶務課

8374 7 警察関係縣有財産の移管 県有警察用財産の移管に伴う負債について 昭和２４年度 (起)昭24.10.12 庶務課

8374 8 警察関係縣有財産の移管 県有警察用財産の移管について 昭和２４年度 (起)昭24.10.21 庶務課

8374 9 警察関係縣有財産の移管 県有警察用財産の移管に伴う負債について 昭和２４年度
(起)昭25. 2. 2
(施)昭25. 2. 3

庶務課

8374 10 警察関係縣有財産の移管 縣有警察用財産の処分に関する授受書について 昭和２４年度
(起)昭25. 1.14
(施)昭25. 1.16

庶務課

8374 11 警察関係縣有財産の移管 縣有警察用財産の授受について 昭和２４年度
(起)昭24.12. 9
(施)昭24.12.10

庶務課

8374 12 警察関係縣有財産の移管 旧縣有警察用財産の譲渡に伴う負債について 昭和２４年度
(起)昭25. 3.13
(施)昭25. 3.23

庶務課

8374 13 警察関係縣有財産の移管 縣有警察用財産の処分について 昭和２６年度 (起)昭26.10.26 庶務課

8374 14 警察関係縣有財産の移管 警察用有線電気通信設備の評価について 昭和２５年度
(起)昭25. 6. 3
(施)昭25. 6. 3

庶務課
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8375 1 縣有財産町村会館敷地 縣有地貸付について 昭和２４年度 (起)昭24. 9.28 庶務課

8375 2 縣有財産町村会館敷地 県有地貸付について 昭和２９年度 (起)昭29. 4. 5 庶務課

8376 1 県有財産自動車学校敷地 縣有地並びに建物の継続貸付について 昭和２５年度
(起)昭25.10.13
(施)昭25.10.26

庶務課

8376 2 県有財産自動車学校敷地 縣有地並びに建物貸付について 昭和２４年度 (起)昭24.12. 5 庶務課

8376 3 県有財産自動車学校敷地 縣有土地の無償交付について 昭和２６年度 (起)昭26.10.27 庶務課

8376 4 県有財産自動車学校敷地 縣有地所有権移転嘱託登記について 昭和２７年度 (起)昭27. 4.23 庶務課

8377 1 縣庁別館敷地 土地（県庁別館敷地）交換契約について 昭和２８年度
(起)昭28. 6.26
(決)昭28. 6.27
(施)昭28. 6.29

庶務課

8378 1 縣有財産地方監察局 県有地貸付について 昭和２４年度 (起)昭24. 9.28 庶務課

8378 2 縣有財産地方監察局 土地賃貸借契約の更新について 昭和２７年度 (起)昭27. 5. 1 庶務課

8378 3 縣有財産地方監察局 静岡地方監察局敷地の継続貸付について 昭和２９年度 (起)昭29. 4. 1 庶務課

8378 4 縣有財産地方監察局 静岡地方監察局敷地の継続貸付について 昭和２９年度
(起)昭30. 3.14
(決)昭30. 3.16

庶務課

8378 5 縣有財産地方監察局 静岡地方監察局敷地の継続貸付について 昭和３１年度 (起)昭31. 4.17 庶務課

8379 1 旧会計課倉庫 普通財産の貸付について 昭和３１年度 (起)昭32. 3.14 庶務課

8379 2 旧会計課倉庫 普通財産の一時使用について 昭和３２年度
(起)昭32. 4.  
(決)昭32. 5.30
(施)昭32. 5.30

庶務課

8379 3 旧会計課倉庫 普通財産の一時使用について 昭和３３年度
(起)昭33. 9.  
(決)昭33. 9.16
(施)昭33. 9.20

庶務課

8379 4 旧会計課倉庫 旧会計課倉庫の一時使用について 昭和３３年度
(起)昭33.12. 3
(決)昭33.12. 5
(施)昭33.12.18

庶務課

8380 1 牛渕川廃川敷関係綴 土地所有権移転登記承諾書の交付について 昭和３８年度
(起)昭38.10.12
(決)昭38.10.19
(施)昭38.10.22

財政課

8380 2 牛渕川廃川敷関係綴 土地売却代金の納入について 昭和３６年度
(起)昭36. 9.11
(決)昭36. 9.15
(施)昭36. 9.16

総務課

8380 3 牛渕川廃川敷関係綴
県有財産処分に関する契約書（売買契約書並びに
譲与契約書）について

昭和３６年度
(起)昭36. 6.10
(決)昭36. 6.19

総務課

8380 4 牛渕川廃川敷関係綴 縣有財産（牛渕川廃川敷地）の処分について 昭和３６年度
(起)昭36. 5.31
(決)昭36. 6. 2

総務課

8380 5 牛渕川廃川敷関係綴 県有財産の処分について 昭和３６年度
(起)昭36. 7. 5
(決)昭36. 7.14

総務課
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8380 6 牛渕川廃川敷関係綴 廃川敷利用計画書の提出について 昭和３６年度 (収)昭36. 6.10 大浜町長

8380 7 牛渕川廃川敷関係綴 牛渕川廃川敷無償払下げに関する陳情書 昭和３４年度 (収)昭34.11.26 大浜町

8380 8 牛渕川廃川敷関係綴 陳情書 昭和３４年度 (起)昭34. 7. 9 河川課

8380 9 牛渕川廃川敷関係綴 陳情書 昭和３４年度 (起)昭34. 4.20 河川課

8380 10 牛渕川廃川敷関係綴
菊川支川牛渕川捷水路工事に伴ない予定廃川敷の
拂下げについて

昭和３３年度 (収)昭33. 6.14
建設省中部地方
建設局長

8381 1
二級国道下田三島線用地売却関係
綴

土地の売却について 昭和３６年度
(起)昭37. 3.31
(決)昭37. 3.31
(施)昭37. 3.31

総務課

8382 1
安倍川廃川敷田町一丁目・安西五
丁目地先処分綴

廃川敷地の処分について 昭和３６年度
(起)昭36.11.22
(決)昭36.12.25

総務課

8382 2
安倍川廃川敷田町一丁目・安西五
丁目地先処分綴

町名の設置について 昭和３７年度 (起)昭37.10.27 財政課

8382 3
安倍川廃川敷田町一丁目・安西五
丁目地先処分綴

安倍川廃川敷地の譲渡契約について 昭和３６年度
(起)昭37. 1. 5
(決)昭37. 1. 9

総務課

8382 4
安倍川廃川敷田町一丁目・安西五
丁目地先処分綴

安倍川河川敷地並びに堤防敷地公用廃止処分につ
いて

昭和３１年度 (起)昭31. 4.30 河川課

8382 5
安倍川廃川敷田町一丁目・安西五
丁目地先処分綴

安倍川河川敷地公用廃止について 昭和３０年度
(起)昭30. 4.10
(決)昭30. 4.26
(施)昭30. 4.26

河川課

8382 6
安倍川廃川敷田町一丁目・安西五
丁目地先処分綴

県有地（旧安倍川河川敷地）拂下げに伴う売買契
約締結について

昭和３２年度
(起)昭32.10.25
(施)昭32.11.30

管理課

8382 7
安倍川廃川敷田町一丁目・安西五
丁目地先処分綴

県有地（旧安倍川河川敷地）拂下げについて 昭和３１年度 (起)昭32. 1.10 河川課

8382 8
安倍川廃川敷田町一丁目・安西五
丁目地先処分綴

旧安倍川河川敷地の拂下について 昭和３１年度
(起)昭31. 9.12
(決)昭31. 9.24
(施)昭31. 9.25

河川課

8383 1
磐田郡福田町於保村豊田村・小笠
郡城東村廃道敷処分

土地売却代金の納入について 昭和３６年度
(起)昭36. 9.22
(決)昭36. 9.25
(施)昭36. 9.27

総務課

8383 2
磐田郡福田町於保村豊田村・小笠
郡城東村廃道敷処分

県有財産売買契約書の供覧 昭和３６年度
(起)昭36. 8.26
(決)昭36. 9. 4

総務課

8383 3
磐田郡福田町於保村豊田村・小笠
郡城東村廃道敷処分

県有財産（廃道敷地）の処分について（うかが
い）

昭和３６年度
(起)昭36. 7. 3
(決)昭36. 7.25
(施)昭36. 8. 1

総務課

8383 4
磐田郡福田町於保村豊田村・小笠
郡城東村廃道敷処分

県有財産売買契約書について（供覧） 昭和３６年度
(起)昭36. 7.13
(決)昭36. 7.22

総務課

8383 5
磐田郡福田町於保村豊田村・小笠
郡城東村廃道敷処分

県有財産（廃道敷地）の処分について（うかが
い）

昭和３６年度
(起)昭36. 6.23
(決)昭36. 7. 1
(施)昭36. 7. 8

総務課

8383 6
磐田郡福田町於保村豊田村・小笠
郡城東村廃道敷処分

県有財産の引継について 昭和３６年度 (収)昭36. 5.31 土木部長

8384 1 有用植物園
復命書（有用植物園及び柑橘試験場伊豆分場移転
地の土地について）

昭和３７年度 (起)昭37. 7. 4 園芸課
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8384 2 有用植物園 有用植物園用地の一部返還について 昭和３６年度
(起)昭37. 1.12
(決)昭37. 1.25
(施)昭37. 1.25

園芸課

8384 3 有用植物園 宿舎建築入札結果について 昭和３２年度 (収)昭33. 2. 3 有用植物園長

8384 4 有用植物園 復命書（有用植物園土地関係、伊豆分場移転関係） 昭和３６年度 (起)昭36.10.20 園芸課

8384 5 有用植物園 有用植物園用地買収について事前執行伺い 昭和２８年度
(起)昭28. 7. 8
(決)昭28. 7. 9

農産課

8384 6 有用植物園 縣立有用植物園土地売買契約書送付について 昭和２８年度
(起)昭28. 7.13
(決)昭28. 7.13
(施)昭28. 7.13

農産課

8384 7 有用植物園 寄附金申込について 昭和２８年度
(起)昭28. 7. 8
(決)昭28. 7. 9
(施)昭28. 7. 9

農産課

8384 8 有用植物園 有用植物園拡張土地についての交渉経過（供覧） 昭和２８年度 (起)昭28. 6.22 農産課

8384 9 有用植物園 昭和28年度有用植物園指定寄附金申込について 昭和２８年度
(起)昭29. 3.31
(決)昭29. 3.31

農産課

8384 10 有用植物園 有用植物園施設拡充に伴う土地建物寄附について 昭和２８年度
(起)昭28. 7.14
(決)昭28. 7.20
(施)昭28. 7.25

農産課

8384 11 有用植物園 有用植物園建物の保存登記について 昭和３２年度
(起)昭32. 9.24
(決)昭32. 9.24

農産課

8384 12 有用植物園 建物寄附について 昭和３２年度
(起)昭32. 7. 8
(施)昭32. 7.30

農産課

8384 13 有用植物園 有用植物種苗寄附申込について 昭和３４年度
(起)昭34. 9.21
(決)昭34. 9.29
(施)昭34. 9.30

農産課

8384 14 有用植物園 県有財産貸付について伺い 昭和３４年度
(起)昭34.11.27
(決)昭34.12.17

農産課

8384 15 有用植物園 県公舎の使用料について 昭和３４年度
(起)昭35. 1.26
(決)昭35. 1.28
(施)昭35. 1.28

農産課

8384 16 有用植物園 有用植物園業務事業の経過の取りまとめについて 昭和３５年度
(起)昭36. 3.15
(決)昭36. 3.16
(施)昭36. 3.17

農産課

8384 17 有用植物園 有用植物園災害復旧石垣積工事施工依頼について 昭和３５年度
(起)昭35. 6.16
(決)昭35. 6.21
(施)昭35. 6.21

農産課

8384 18 有用植物園 有用植物園建物所有権保存登記について 昭和３５年度
(起)昭35.11.28
(決)昭35.12. 5
(施)昭35.12. 6

農産課

8384 19 有用植物園 植物園財産評価調書について 昭和３５年度
(起)昭35.12.20
(決)昭35.12.22

農産課

8385 1
本川根町環境美化センター新築工
事写真

本川根町環境美化センター新設工事写真集 昭和５４年度 金融課

8386 1 一級河川富士川使用許可申請書
一級河川富士川河川区域内の土地の形状変更等の
申請について

昭和５２年度
(起)昭52.12. 5
(決)昭52.12.19
(施)昭52.12.19

港湾課

8387 1 市町村国土利用計画 富士宮市国土利用計画 昭和６０年度 富士宮市
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8387 2 市町村国土利用計画 戸田村国土利用計画（案）に対する意見について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 7
(施)昭61. 3.10

市町村課

8387 3 市町村国土利用計画 戸田村国土利用計画（素案）昭和61年 昭和６０年度 戸田村

8387 4 市町村国土利用計画
国土利用計画（戸田村計画）（素案）に対する意
見書

昭和６０年度 市町村課

8387 5 市町村国土利用計画 大東町国土利用計画（案）に対する意見について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(施)昭61. 3. 4

市町村課

8387 6 市町村国土利用計画
国土利用計画（大東町計画）（素案）に対する意
見書

昭和６０年度 市町村課

8387 7 市町村国土利用計画
国土利用計画（大東町計画）－素案－　昭和61年
１月

昭和６０年度 大東町

8387 8 市町村国土利用計画 相良町国土利用計画（案）に対する意見について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.25 市町村課

8387 9 市町村国土利用計画
国土利用計画（相良町計画）（素案）に対する意
見書

昭和６０年度 市町村課

8387 10 市町村国土利用計画 天竜市国土利用計画（案）に対する意見について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.25 市町村課

8387 11 市町村国土利用計画
国土利用計画（天竜市計画）（素案）に対する意
見書

昭和６０年度 市町村課

8387 12 市町村国土利用計画
富士宮市国土利用計画（案）に対する意見につい
て

昭和６０年度 (起)昭60.12. 2 市町村課

8387 13 市町村国土利用計画
国土利用計画（富士宮市計画）（素案）に対する
意見書

昭和６０年度 (起)昭60.10.16 市町村課

8387 14 市町村国土利用計画
富士市国土利用計画（案）に対する意見について
（回答）

昭和６０年度
(起)昭60.10.16
(決)昭60.10.17
(施)昭60.10.17

市町村課

8387 15 市町村国土利用計画 国土利用計画法に基づく富士市計画（案） 昭和６０年度 市町村課

8387 16 市町村国土利用計画
御殿場市国土利用計画（案）に対する意見につい
て（照会）

昭和６０年度 (施)昭60. 5.16 市町村課

8388 1 国土利用計画ワーキング
国土利用計画（静岡県計画）修正素案について
（復命書）

昭和６０年度 (起)昭61. 3.18 市町村課

8388 2 国土利用計画ワーキング
国土利用計画（静岡県計画）試案に対する意見に
ついて（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60.10.22
(決)昭60.10.23
(施)昭60.10.23

市町村課

8388 3 国土利用計画ワーキング
国土利用計画策定ワーキンググループ総括部会に
おける意見について

昭和６０年度 (施)昭60. 9. 2 市町村課

8388 4 国土利用計画ワーキング
国土利用計画策定ワーキンググループ総括部会打
合せ会（60年度第１回）（復命書）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.23 市町村課

8388 5 国土利用計画ワーキング
国土利用計画策定ワーキンググループ担当者の選
任について

昭和６０年度 (収)昭60. 4. 5 地域振興課

8388 6 国土利用計画ワーキング
国土利用計画策定ワーキンググループ合同打合せ
会（復命書）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.30 市町村課
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8388 7 国土利用計画ワーキング
国土利用計画策定ワーキンググループの各部会の
開催について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.14 地域振興課

8388 8 国土利用計画ワーキング 国土利用計画（静岡県計画）の策定について 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 7 知事公室

8388 9 国土利用計画ワーキング
国土利用計画策定ワーキンググループの第１回会
議の開催について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 7 地域振興課

8389 1
昭和61年度老人福祉施設整備申請
要望

老人福祉施設整備申請内容一覧（資料） 昭和６１年度 老人福祉課

8390 1 厚生省報告例（社会福祉関係）
厚生省報告例（66の５表、第67表、第68表）の提
出について

昭和６１年度
(起)昭61. 5. 8
(決)昭61. 5.12
(施)昭61. 5.12

高齢者対策課

8390 2 厚生省報告例（社会福祉関係） 厚生省報告例（66表）の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 4.30
(決)昭61. 4.30
(施)昭61. 4.30

高齢者対策課

8390 3 厚生省報告例（社会福祉関係）
厚生省報告例（第66の２表、第66の３表、第66の
４表）の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.11
(決)昭61. 4.14
(施)昭61. 4.14

高齢者対策課

8390 4 厚生省報告例（社会福祉関係） 厚生省報告例（67表）の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.29
(決)昭61. 1.30
(施)昭61. 1.31

老人福祉課

8390 5 厚生省報告例（社会福祉関係） 厚生省報告例（66表、67表）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.11.12
(施)昭60.11.12

老人福祉課

8390 6 厚生省報告例（社会福祉関係） 厚生省報告例（67表）の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 5
(施)昭60. 8. 5

老人福祉課

8390 7 厚生省報告例（社会福祉関係） 厚生省報告例について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 9
(決)昭60. 4.12
(施)昭60. 4.12

老人福祉課

8391 1 起債計画書（下水道、公園） 昭和57年度地方債査定基準表について 昭和５７年度 (収)昭57. 4. 6 自治省

8391 2 起債計画書（下水道、公園）
昭和56年度　厚生福祉施設整備事業起債計画書
（一般分）

昭和５６年度 計画課

8391 3 起債計画書（下水道、公園） 昭和56年度　下水道事業起債申請書 昭和５６年度 計画課

8391 4 起債計画書（下水道、公園）
昭和56年度　住宅事業起債申請書（中小企業賃貸
住宅建設事業）

昭和５６年度 計画課

8392 1 会計検査資料綴 昭和55年度　国庫補助（負担）金調 昭和５５年度 計画課

8392 2 会計検査資料綴 昭和56年度　国庫補助（負担）金調 昭和５６年度 計画課

8393 1 公共事業費精算綴 昭和56年度国庫補助事業事務費の精算について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.27 土地対策課

8394 1
原子力災害対策計画（電源立地地
域温排水対策費補助金）

昭和57年度電源立地地域温排水対策費補助金実績
報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 4
(決)昭58. 4. 4
(施)昭58. 4. 4

資源エネルギー
課

8394 2
原子力災害対策計画（電源立地地
域温排水対策費補助金）

昭和57年度電源立地地域温排水対策費補助金の交
付申請について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.27
(決)昭57. 4.28
(施)昭57. 4.28

資源エネルギー
課

8395 1
原子力災害対策計画（立地給付
金）

原子力発電施設等周辺地域交付金の確定及び交付
金の返還について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.19
(決)昭58. 5.23
(施)昭58. 5.23

資源エネルギー
課
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8395 2
原子力災害対策計画（立地給付
金）

昭和57年度原子力発電施設等周辺地域交付金事業
実績報告書の提出について（伺い）

昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 4.28
(施)昭58. 4.28

資源エネルギー
課

8395 3
原子力災害対策計画（立地給付
金）

原子力発電施設等周辺地域交付金支払請求書の提
出について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.12
(決)昭58. 2.15
(施)昭58. 2.15

資源エネルギー
課

8395 4
原子力災害対策計画（立地給付
金）

昭和57年度原子力立地給付金交付事業の内容の変
更について

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 9
(決)昭58. 2.10
(施)昭58. 2.10

資源エネルギー
課

8395 5
原子力災害対策計画（立地給付
金）

昭和57年度原子力発電施設等周辺地域交付金事業
実施状況報告書（第３四半期）の提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.26
(決)昭58. 1.26
(施)昭58. 1.26

資源エネルギー
課

8395 6
原子力災害対策計画（立地給付
金）

昭和57年度原子力発電施設等周辺地域交付金変更
承認申請書の提出について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.12
(決)昭58. 1.13
(施)昭58. 1.13

資源エネルギー
課

8395 7
原子力災害対策計画（立地給付
金）

昭和57年度原子力発電施設等周辺地域交付金事業
実施状況報告書（第２四半期）の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.10.26
(決)昭57.10.27
(施)昭57.10.27

資源エネルギー
課

8395 8
原子力災害対策計画（立地給付
金）

昭和57年度原子力立地交付金交付事業の内容の変
更について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 8
(決)昭57. 9.13
(施)昭57. 9.13

資源エネルギー
課

8395 9
原子力災害対策計画（立地給付
金）

昭和57年度原子力発電施設等周辺地域交付金変更
承認申請書の提出について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.30
(決)昭57. 8. 3
(施)昭57. 8. 3

資源エネルギー
課

8395 10
原子力災害対策計画（立地給付
金）

原子力発電施設等周辺地域交付金支払請求書の提
出について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.22
(決)昭57. 7.23
(施)昭57. 7.23

資源エネルギー
課

8395 11
原子力災害対策計画（立地給付
金）

原子力発電施設等周辺地域交付金交付申請書の提
出について（伺い）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.14
(決)昭57. 5.15
(施)昭57. 5.15

資源エネルギー
課

8396 1 業務省力化・消防用設備交付要綱
昭和54年度社会福祉施設等設備整備費（業務省力
化設備費）の国庫補助について

昭和５４年度
(起)昭54. 4.24
(決)昭54. 4.25
(施)昭54. 4.25

社会課

8396 2 業務省力化・消防用設備交付要綱
昭和53年度社会福祉施設設備（業務省力化設備、
消防用設備）整備計画の協議について

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 9
(決)昭53. 6.14
(施)昭53. 6.14

社会課

8396 3 業務省力化・消防用設備交付要綱
社会福祉施設において整備を要する消防用設備の
調査について（依頼）

昭和５２年度
(起)昭52. 7. 7
(決)昭52. 7.14
(施)昭52. 7.14

社会課

8396 4 業務省力化・消防用設備交付要綱
昭和52年度社会福祉施設設備（業務省力化設備・
消防用設備）整備計画の協議について

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 3
(決)昭52. 8. 3
(施)昭52. 8. 3

社会課

8396 5 業務省力化・消防用設備交付要綱
社会福祉施設等設備整備費補助金交付要綱の制定
について

昭和５０年度
(起)昭51. 1. 6
(決)昭51. 1. 6
(施)昭51. 1. 6

社会課

8396 6 業務省力化・消防用設備交付要綱
消防用設備等の工事又は整備に関する講習会資料
（消防用設備等関係法令）

消防防災課

8396 7 業務省力化・消防用設備交付要綱 消防設備関係通達告示集 消防防災課

8397 1 自治大学校研修綴
昭和59年度公営企業専門課程第26期の研修結果に
ついて

昭和５９年度 (起)昭60. 1.12 人事課

8397 2 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校公営企業専門課程第26期研
修生の入校について

昭和５９年度
(起)昭59.10.12
(決)昭59.10.15
(施)昭59.10.15

人事課

8397 3 自治大学校研修綴
自治大学校公営企業専門課程の研修生の推薦につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.29
(施)昭59. 9. 4

人事課

8397 4 自治大学校研修綴
自治大学校公営企業専門課程（第26期）研修生の
推薦について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.24
(施)昭59. 7.24

人事課
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8397 5 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校第１部第62期の研修生の研
修結果について

昭和５９年度
(起)昭59.10.12
(決)昭59.10.15
(施)昭59.10.15

人事課

8397 6 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校第３部（課長級）研修生の
入校について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.11
(決)昭59. 6.13
(施)昭59. 6.13

人事課

8397 7 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校第３部（課長級）研修生の
推薦について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 1
(決)昭59. 5. 2
(施)昭59. 5. 2

人事課

8397 8 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校研修専門課程（第６期）の
研修生の推薦について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 7
(決)昭59. 4. 7
(施)昭59. 4. 7

人事課

8397 9 自治大学校研修綴
自治大学校研修専門課程（第６期）の研修生の入
校について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 2
(決)昭59. 5. 2
(施)昭59. 5. 4

人事課

8397 10 自治大学校研修綴 研修専門課程第６期研修生の研修結果について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.24
(施)昭59. 7.24

人事課

8397 11 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校第３部（第42期）研修生の
研修結果について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.11
(決)昭59. 8.23
(施)昭59. 8.30

人事課

8397 12 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校税務専門課程第46期（特別
コース）の研修生の研修結果について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.16
(決)昭59. 9.16
(施)昭59. 9.16

人事課

8397 13 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校税務専門課程第46期研修生
の決定について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 2
(決)昭59. 6. 5
(施)昭59. 6. 5

人事課

8397 14 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校税務専門課程第46期研修生
の推薦について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 4
(決)昭59. 5. 4
(施)昭59. 5. 4

人事課

8397 15 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校税務専門課程の研修生の推
薦について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.16
(決)昭59. 4.16
(施)昭59. 4.16

人事課

8397 16 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校第21回都道府県及び指定都
市部（局）長研修への職員派遣について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 5
(決)昭59. 4. 5
(施)昭59. 4. 6

人事課

8397 17 自治大学校研修綴
昭和59年度自治大学校第21回都道府県及び指定都
市部（局）長研修の研修結果について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.28

人事課

8397 18 自治大学校研修綴
自治大学校第１部第61期研修生の研修結果につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4. 9
(施)昭59. 4. 9

人事課

8397 19 自治大学校研修綴 自治大学校第１部第62期研修生の入校について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 9
(決)昭59. 3.14
(施)昭59. 3.14

人事課

8397 20 自治大学校研修綴
第19回自治大学校第１部課程卒業生の事後研修に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 2.18
(決)昭59. 2.20
(施)昭59. 2.20

人事課

8397 21 自治大学校研修綴
自治大学校第１部研修生候補者及び同校第１部研
修生の事後研修の推薦について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.28
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

人事課

8397 22 自治大学校研修綴
昭和58年度自治大学校第１部第61期研修にかかる
研修期間の変更について

昭和５８年度
(起)昭58.12.28
(決)昭58.12.28
(施)昭58.12.28

人事課

8397 23 自治大学校研修綴
自治大学校税務専門課程第45期特別コースの研修
生の研修結果について

昭和５８年度
(起)昭58.10.26
(決)昭58.10.28
(施)昭58.10.28

人事課

8397 24 自治大学校研修綴
自治大学校公営企業専門課程第25期研修生の入校
について

昭和５８年度
(起)昭58.10.17
(決)昭58.10.19
(施)昭58.10.19

人事課

8397 25 自治大学校研修綴
自治大学校第１部第60期研修生の研終結果につい
て

昭和５８年度
(起)昭58.10.17
(決)昭58.10.19
(施)昭58.10.19

人事課
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8397 26 自治大学校研修綴
自治大学校第３部第41期研修生の研終結果につい
て

昭和５８年度
(起)昭58.10. 5
(決)昭58.10. 7
(施)昭58.10. 7

人事課

8397 27 自治大学校研修綴
自治大学校税務専門課程第45期（普通コース）研
修生の研修結果について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.16
(決)昭58. 9.16
(施)昭58. 9.16

人事課

8397 28 自治大学校研修綴
自治大学校公営企業専門課程（第25期）研修生の
推薦について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.23
(決)昭58. 8.23
(施)昭58. 8.23

人事課

8397 29 自治大学校研修綴 自治大学校第１部第61期研修生の入校について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.12
(決)昭58. 9.14
(施)昭58. 9.14

人事課

8397 30 自治大学校研修綴 自治大学校第１部第61期研修生の推薦について 昭和５８年度
(起)昭58. 8. 2
(決)昭58. 8. 8
(施)昭58. 8. 8

人事課

8397 31 自治大学校研修綴 昭和58年度自治大学校第１部研修について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.15
(決)昭58. 2.18
(施)昭58. 2.18

人事課

8397 32 自治大学校研修綴 自治大学校第３部（第41期）研修について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.18
(決)昭58. 7.19
(施)昭58. 7.19

人事課

8397 33 自治大学校研修綴 自治大学校税務専門課程（第45期）研修について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.11
(決)昭58. 7.11
(施)昭58. 7.11

人事課

8397 34 自治大学校研修綴
昭和58年度自治大学校税務専門課程（第45期、税
務会計特別コース）研修生の推薦について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.21
(決)昭58. 6.22
(施)昭58. 6.22

人事課

8397 35 自治大学校研修綴
昭和58年度自治大学校税務専門課程（第45期）の
研修生の推薦について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.31
(決)昭58. 5.31
(施)昭58. 5.31

人事課

8397 36 自治大学校研修綴
自治大学校第20回都道府県及び指定都市部（局）
長研修の研修結果について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 6.30
(施)昭58. 6.30

人事課

8397 37 自治大学校研修綴
昭和58年度自治大学校第３部（課長級）研修生の
推薦について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.14
(決)昭58. 6.17
(施)昭58. 6.17

人事課

8397 38 自治大学校研修綴
自治大学校研修専門課程（第５期）研修生の入校
について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.17
(決)昭58. 6.17
(施)昭58. 6.17

人事課

8397 39 自治大学校研修綴
昭和58年度自治大学校研修専門課程（第５期）の
研修生の推薦について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.16
(施)昭58. 5.16

人事課

8397 40 自治大学校研修綴
昭和58年度自治大学校研修及び税務専門課程の研
修生の推薦について

昭和５８年度
(起)昭58. 5. 4
(決)昭58. 5. 4
(施)昭58. 5. 4

人事課

8397 41 自治大学校研修綴
昭和58年度自治大学校第20回都道府県及び指定都
市部（局）長研修への職員派遣について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.19
(決)昭58. 4.22
(施)昭58. 4.22

人事課

8397 42 自治大学校研修綴
自治大学校第１部第59期研修生の研修結果につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 4.20
(決)昭58. 4.20
(施)昭58. 4.20

人事課

8398 1
事務決済規程・許認可事項処理規
定関係綴

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.14
(施)昭60. 2.15

人事課

8398 2
事務決済規程・許認可事項処理規
定関係綴

静岡県事務決済規程及び静岡県許認可事項処理規
程の改正について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 1
(決)昭59. 4. 1
(施)昭59. 4. 1

人事課

8399 1 昭和56年度土地利用動向調査 昭和55年度土地利用動向調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.20
(決)昭56. 6.22
(施)昭56. 6.22

地域振興課

8399 2 昭和56年度土地利用動向調査
土地利用基本計画の管理のための土地利用動向調
査（55年度調査）について

昭和５５年度
(起)昭56. 3.26
(決)昭56. 3.26
(施)昭56. 3.28

地域振興課
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8399 3 昭和56年度土地利用動向調査
土地利用基本計画の管理に係る調査の市町村への
依頼について

昭和５５年度
(起)昭56. 1.26
(決)昭56. 2. 3
(施)昭56. 2. 5

地域振興課

8399 4 昭和56年度土地利用動向調査 土地利用基本計画の管理に係る調査依頼について 昭和５５年度
(起)昭56. 1.26
(決)昭56. 1.29
(施)昭56. 2. 4

地域振興課

8399 5 昭和56年度土地利用動向調査
昭和56年度土地利用動向調査結果報告書の配布に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 2. 3
(決)昭57. 2. 3
(施)昭57. 2. 3

地域振興課

8399 6 昭和56年度土地利用動向調査 昭和56年度土地利用動向調査について 昭和５６年度
(起)昭56.12.25
(決)昭56.12.25
(施)昭56.12.28

地域振興課

8399 7 昭和56年度土地利用動向調査 測量法第29条による測量成果複製承認について 昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.18

地域振興課

8399 8 昭和56年度土地利用動向調査
農地法に基づく農地転用の許可又は届出に係る調
査（昭和56年度土地利用動向調査）の市町村への
依頼について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.24
(決)昭56. 7. 8
(施)昭56. 7. 9

地域振興課

8399 9 昭和56年度土地利用動向調査
自然公園法に基づく許可又は届出に係る調査（昭
和56年度土地利用動向調査）の市町村への依頼に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 6.24
(決)昭56. 7. 1
(施)昭56. 7. 1

地域振興課

8399 10 昭和56年度土地利用動向調査

国土利用計画法に基づく土地取引の届出及び都市
計画法に基づく開発行為ための許可に係る調査
（昭和56年度土地利用動向調査）の市町村への依
頼について

昭和５６年度
(起)昭56. 6.24
(決)昭56. 7. 1
(施)昭56. 7. 1

地域振興課

8400 1 昭和57年度土地利用動向調査 昭和57年度土地利用動向調査結果の送付について 昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.14
(施)昭57.12.14

地域振興課

8400 2 昭和57年度土地利用動向調査
昭和57年度土地利用動向調査結果等に関するヒア
リングの際に提出する資料等について

昭和５７年度
(起)昭57.11.11
(決)昭57.11.13
(施)昭57.11.13

地域振興課

8400 3 昭和57年度土地利用動向調査
土地利用基本計画の見直し後の個別規制法による
地域区域の指定状況について

昭和５７年度
(起)昭57.10.16
(決)昭57.10.19
(施)昭57.10.19

地域振興課

8400 4 昭和57年度土地利用動向調査 土地利用基本計画の概要調査について 昭和５７年度
(起)昭57.10.19
(決)昭57.10.20
(施)昭57.10.20

地域振興課

8400 5 昭和57年度土地利用動向調査
昭和57年度土地利用動向調査の成果物の印刷につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57.11.16 地域振興課

8400 6 昭和57年度土地利用動向調査
都市計画法に基づく開発許可に係る調査依頼につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7.19
(決)昭57. 7.20
(施)昭57. 7.20

地域振興課

8400 7 昭和57年度土地利用動向調査
自然公園法に基づく許可又は届出に係る調査依頼
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.14
(決)昭57. 7.14
(施)昭57. 7.14

地域振興課

8400 8 昭和57年度土地利用動向調査
国土利用計画法に基づく土地取引の届出に係る調
査依頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 5
(決)昭57. 7. 5
(施)昭57. 7. 6

地域振興課

8400 9 昭和57年度土地利用動向調査
農地法に基づく農地転用の許可又は届出に係る調
査依頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.22
(決)昭57. 6.23
(施)昭57. 6.23

地域振興課

8400 10 昭和57年度土地利用動向調査
都市計画法に基づく開発許可に係る資料の提出依
頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.21
(決)昭57. 6.23
(施)昭57. 6.23

地域振興課

8401 1 昭和58年度土地利用動向調査
復命書（昭和58年度土地利用動向調査の結果につ
いて）

昭和５８年度 (起)昭58.11.28 地域振興課
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8401 2 昭和58年度土地利用動向調査
昭和58年度土地利用基本計画の管理状況に関する
ヒヤリングの際の提出する資料等について

昭和５８年度
(起)昭58.11.25
(決)昭58.11.26
(施)昭58.11.26

地域振興課

8401 3 昭和58年度土地利用動向調査 昭和58年度土地利用動向調査の結果について 昭和５８年度
(起)昭58.11. 4
(決)昭58.11. 4
(施)昭58.11.18

地域振興課

8401 4 昭和58年度土地利用動向調査
昭和58年度土地利用動向調査の結果の印刷につい
て

昭和５８年度 (起)昭58. 9.13 地域振興課

8401 5 昭和58年度土地利用動向調査
土地利用動向調査にかかる主要施設整備状況の把
握について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.16
(決)昭58. 7.18
(施)昭58. 7.18

地域振興課

8401 6 昭和58年度土地利用動向調査
土地利用動向調査のための開発許可状況等の調査
依頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 2
(決)昭58. 7. 4
(施)昭58. 7. 4

地域振興課

8401 7 昭和58年度土地利用動向調査
土地利用動向調査のための農地転用状況等につい
ての依頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.30
(決)昭58. 6.30
(施)昭58. 7. 1

地域振興課

8401 8 昭和58年度土地利用動向調査
国土利用計画法に基づく土地取引動向に係る調査
依頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.29
(決)昭58. 6.30
(施)昭58. 6.30

地域振興課

8401 9 昭和58年度土地利用動向調査
土地利用動向調査の実地のための資料の収集につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 9
(決)昭58. 6.10
(施)昭58. 6.10

地域振興課

8401 10 昭和58年度土地利用動向調査 土地利用動向調査要領の送付について 昭和５８年度 (収)昭58. 5.12 国土庁土地局

8402 1 昭和59年度土地利用動向調査
土地利用基本計画にかかる要検討地域調書の提出
について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.27
(施)昭60. 2.27

地域振興課

8402 2 昭和59年度土地利用動向調査 昭和59年度土地利用動向調査の結果について 昭和５９年度 (起)昭59.11. 8 地域振興課

8402 3 昭和59年度土地利用動向調査 昭和59年度土地利用動向調査の結果について 昭和５９年度 (起)昭59. 9.29 地域振興課

8402 4 昭和59年度土地利用動向調査
土地利用動向調査にかかる主要施設整備状況の把
握について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.19
(決)昭59. 7.20
(施)昭59. 7.20

地域振興課

8402 5 昭和59年度土地利用動向調査
都市計画法及び自然公園法に基づく許可等の状況
に係る調査の依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

地域振興課

8402 6 昭和59年度土地利用動向調査
農地法に基づく農地転用に係る調査の依頼につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 2
(決)昭59. 7. 3
(施)昭59. 7. 4

地域振興課

8402 7 昭和59年度土地利用動向調査
国土利用計画法に基づく土地取引動向に係る調査
の依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 2
(決)昭59. 7. 2
(施)昭59. 7. 3

地域振興課

8402 8 昭和59年度土地利用動向調査 昭和59年度土地利用動向調査の実施について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.23
(施)昭59. 5.24

地域振興課

8403 1
昭和57年度土地利用動向（施設整
備）

土地利用動向調査について（照会） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.29
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 7.30

地域振興課

8404 1 昭和57年度公共施設用地調査 公共施設用地調査資料集 昭和５７年度 地域振興課

8405 1 昭和58年度公共施設用地調査 公共施設用地面積調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.24
(決)昭58. 8.25
(施)昭58. 8.25

地域振興課

8406 1 昭和59年度公共施設用地調査 公共施設用地面積調査の実施について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 3
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 3

地域振興課
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8407 1 昭和59年度開発許可状況報告 都市計画法に基づく開発許可の状況 昭和５９年度 (収)昭59. 6.13 土地対策課

8407 2 昭和59年度開発許可状況報告
農地進行地域に関する法律に基づく開発許可の状
況

昭和５９年度 (収)昭59. 6. 5 農政課

8407 3 昭和59年度開発許可状況報告 農地法に基づく農地転用の届出状況 昭和５９年度 (収)昭59. 6.26
沼津市農業委員
会

8408 1 ブロック会議等会議関係綴
復命書（関東ブロック国土利用担当者会議：三重
県）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.23 地域振興課

8408 2 ブロック会議等会議関係綴 復命書（全国土地対策担当課長会議：国土庁） 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 2 地域振興課

8408 3 ブロック会議等会議関係綴
復命書（土地対策全国連絡協議会東海ブロック担
当者会議：三重県）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.28 地域振興課

8408 4 ブロック会議等会議関係綴
復命書（国土利用計画都道府県担当者会議：国土
庁）

昭和５９年度 (起)昭59. 8. 9 地域振興課

8408 5 ブロック会議等会議関係綴
復命書（東海ブロック土地利用基本計画事務担当
者会議：三重県）

昭和５９年度 (起)昭59. 7. 5 地域振興課

8408 6 ブロック会議等会議関係綴
復命書（土地対策全国連絡協議会東海ブロック会
議：三重県）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.16 地域振興課

8408 7 ブロック会議等会議関係綴
昭和59年度土地対策全国連絡協議会東海ブロック
課長会議の議題について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.29
(決)昭59. 5.30
(施)昭59. 5.30

地域振興課

8409 1 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（静岡カマタ株式会
社）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 6.21
(施)昭57. 6.21

消防防災課

8409 2 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（清水乳業株式会
社）

昭和５８年度
(起)昭58.12.17
(決)昭58.12.21
(施)昭58.12.21

消防防災課

8409 3 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（創研化工株式会社
御殿場工場）

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 5
(決)昭59. 4.10
(施)昭59. 4.10

消防防災課

8409 4 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（岩谷産業株式会社
藤枝工場）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.21
(決)昭59. 4.26
(施)昭59. 4.26

消防防災課

8409 5 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（リョービ株式会社
静岡工場）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.14
(決)昭59. 6.14
(施)昭59. 6.14

消防防災課

8409 6 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（真正産業株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.24
(決)昭59. 7.27
(施)昭59. 7.28

消防防災課

8409 7 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（矢崎電線株式会社
冨士工場）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.10
(決)昭59. 8.14
(施)昭59. 8.14

消防防災課

8409 8 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（伊東瓦斯株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.15
(決)昭59. 8.16
(施)昭59. 8.16

消防防災課

8409 9 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（東海瓦斯株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.22
(決)昭59. 8.30
(施)昭59. 8.30

消防防災課

8409 10 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（科研製薬株式会社
静岡工場）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.11
(決)昭59. 9.17
(施)昭59. 9.17

消防防災課

8409 11 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（株式会社岡村製作
所第二事業部冨士工場）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.20
(決)昭59. 9.21
(施)昭59. 9.21

消防防災課
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8409 12 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（矢崎計器株式会社
天竜工場）

昭和５９年度
(起)昭59.10. 5
(決)昭59.10. 6
(施)昭59.10. 6

消防防災課

8409 13 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（鈴与株式会社東海
支店）

昭和５９年度
(起)昭59.10. 5
(決)昭59.10.11
(施)昭59.10.11

消防防災課

8409 14 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（日本楽器製造株式
会社磐田工場）

昭和５９年度
(起)昭59.10.12
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.17

消防防災課

8409 15 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（日本楽器製造株式
会社磐田工場）

昭和５９年度
(起)昭59.10.12
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.17

消防防災課

8409 16 危害予防規程認可綴（１）
危害予防規程の認可について（ヤマハ発動機株式
会社磐田工場）

昭和５９年度
(起)昭59.10.26
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.31

消防防災課

8410 1 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（富士ツバメプロパ
ン販売株式会静清支店）

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.31
(施)昭59.10.31

消防防災課

8410 2 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（ヤマハ発動機株式
会社浜北工場）

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.31

消防防災課

8410 3 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（株式会社冨士鉄工
所本社工場）

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.31

消防防災課

8410 4 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（株式会社後藤製作
所）

昭和５９年度
(起)昭59.10.30
(決)昭59.11.12
(施)昭59.11.12

消防防災課

8410 5 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（島田瓦斯株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 1
(決)昭59.11.12
(施)昭59.11.12

消防防災課

8410 6 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（三菱電機株式会社
静岡製作所）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 6
(決)昭59.11.13
(施)昭59.11.13

消防防災課

8410 7 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（野田合板株式会社
清水工場）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 7
(決)昭59.11.12
(施)昭59.11.12

消防防災課

8410 8 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（株式会社サイサン
大井川港ターミナル）

昭和５９年度
(起)昭59.11.12
(決)昭59.11.15
(施)昭59.11.15

消防防災課

8410 9 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（静岡酸素株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭59.11.13
(決)昭59.11.15
(施)昭59.11.15

消防防災課

8410 10 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（静岡製機株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭59.11.16
(決)昭59.11.19
(施)昭59.11.20

消防防災課

8410 11 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（出光興産株式会社
大井川油槽所）

昭和５９年度
(起)昭59.11.21
(決)昭59.11.27
(施)昭59.11.27

消防防災課

8410 12 危害予防規程認可綴（２）
危害予防規程の認可について（矢崎資源株式会社
竜洋工場）

昭和５９年度
(起)昭59.11.22
(決)昭59.11.26
(施)昭59.11.27

消防防災課

8411 1 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（東海瓦斯株式会社
静岡支店）

昭和５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

消防防災課

8411 2 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（イワックス株式会
社吉田工場）

昭和５９年度
(起)昭59.12.17
(決)昭59.12.19
(施)昭59.12.19

消防防災課

8411 3 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（株式会社榛葉シボ
リ製作所第２工場）

昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.27
(施)昭59.12.27

消防防災課

8411 4 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（株式会社共立商会
島崎町オートガススタンド）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.17
(決)昭60. 1.22
(施)昭60. 1.22

消防防災課

634 ページ



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

8411 5 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（株式会社共立商会
山原充填所）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.17
(決)昭60. 1.22
(施)昭60. 1.22

消防防災課

8411 6 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（株式会社浜岡自動
車学校）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.22
(決)昭60. 1.23
(施)昭60. 1.23

消防防災課

8411 7 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（株式会社共立商
会）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.29
(施)昭60. 1.30

消防防災課

8411 8 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（柳屋水産工業株式
会社）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.28
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 5

消防防災課

8411 9 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（静岡県柑橘農業協
同組合連合会興津工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.29
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 5

消防防災課

8411 10 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（湖西ガス合資会
社）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 4
(施)昭60. 2. 4

消防防災課

8411 11 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（大和製缶株式会社
清水工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 5
(決)昭60. 2. 8
(施)昭60. 2. 8

消防防災課

8411 12 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（清水運送株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2. 9
(施)昭60. 2. 9

消防防災課

8411 13 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（丸五瓦斯株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2. 9
(施)昭60. 2. 9

消防防災課

8411 14 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（鈴与株式会社清水
充填所）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.20
(施)昭60. 2.20

消防防災課

8411 15 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（株式会社サイサン
大井川港ＬＰガスセンター）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.26
(施)昭60. 2.26

消防防災課

8411 16 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（株式会社サイサン
大井川港ＬＰガスセンター）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.26
(施)昭60. 2.26

消防防災課

8411 17 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（日本ガス興行株式
会社）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.28
(施)昭60. 2.28

消防防災課

8411 18 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（西部興運株式会社
大井川営業所）

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 1
(決)昭60. 3. 4
(施)昭60. 3. 4

消防防災課

8411 19 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（鈴木自動車工業株
式会社湖西工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 1
(決)昭60. 3. 4
(施)昭60. 3. 4

消防防災課

8411 20 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（沼津溶銅株式会社
金谷工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.11
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

消防防災課

8411 21 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（清水運送株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

消防防災課

8411 22 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（富士物産株式会
社）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.20
(決)昭60. 3.22
(施)昭60. 3.22

消防防災課

8411 23 危害予防規程認可綴（３）
危害予防規程の認可について（鈴与株式会社清水
オートガススタンド）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.25
(決)昭60. 3.27
(施)昭60. 3.27

消防防災課

8412 1 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（キャラクター
工業株式会社千浜工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.27 消防防災課

8412 2 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（旭可鍛株式会
社南工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.13 消防防災課
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8412 3 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（新製罐鍛株式
会社冨士小山工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.13 消防防災課

8412 4 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（リョービ株式
会社蒲原工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 4 消防防災課

8412 5 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（遠州軽合金株
式会社岩田工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.28 消防防災課

8412 6 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（天間特種製紙
株式会社）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.26 消防防災課

8412 7 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（創研化工株式
会社御殿場工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.16 消防防災課

8412 8 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（矢崎部品株式
会社大浜工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.15 消防防災課

8412 9 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（岳南光機株式
会社三島工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.30 消防防災課

8412 10 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（石川鉄工株式
会社鶴見工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.25 消防防災課

8412 11 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（関東自動車工
業株式会社東富士工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 1.24 消防防災課

8412 12 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（荒川化学工業
株式会社冨士工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 1. 9 消防防災課

8412 13 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（新和工業株式
会社）

昭和５９年度 (起)昭59.12.17 消防防災課

8412 14 液化石油ガス消費施設等変更届書
液化石油ガス消費施設等変更届書（テルモ株式会
社富士宮工場）

昭和５９年度 (起)昭59.10. 9 消防防災課

8413 1 高圧ガス保安検査証の交付
保安検査証　液化石油ガス（西部瓦斯運輸株式会
社大井川営業所）

昭和５８年度 (施)昭59. 3. 2 消防防災課

8413 2 高圧ガス保安検査証の交付
保安検査証　液化石油ガス（西部瓦斯運輸株式会
社大井川営業所）

昭和５７年度 (施)昭58. 3. 1 消防防災課

8413 3 高圧ガス保安検査証の交付
保安検査証　液化石油ガス（西部瓦斯運輸株式会
社大井川営業所）

昭和５７年度 (施)昭57. 4. 1 消防防災課

8413 4 高圧ガス保安検査証の交付
保安検査証　液化石油ガス（西部瓦斯運輸株式会
社大井川営業所）

昭和５５年度 (施)昭55.11.14 消防防災課

8413 5 高圧ガス保安検査証の交付
保安検査証　液化石油ガス（西部瓦斯運輸株式会
社大井川営業所）

昭和５４年度 (施)昭55. 2.22 消防防災課

8413 6 高圧ガス保安検査証の交付
保安検査証　液化石油ガス（西部瓦斯運輸株式会
社大井川営業所）

昭和５３年度 (施)昭54. 2.15 消防防災課

8413 7 高圧ガス保安検査証の交付 完成検査証（日本軽金属株式会社） 昭和３８年度 (施)昭39. 2.17 消防防災課

8414 1 高圧ガス製造許可
高圧ガス製造許可証（西部瓦斯運輸株式会社大井
川営業所）

昭和５３年度 (施)昭53.10.13 消防防災課

8414 2 高圧ガス製造許可
高圧ガス製造許可証（日本軽金属株式会社大井川
営業所）

昭和３８年度 (施)昭39. 2.13 消防防災課
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8415 1 液化石油ガス保安教育計画書届 保安教育計画変更明細書（冨士物産株式会社） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.19 消防防災課

8415 2 液化石油ガス保安教育計画書届
保安教育計画変更明細書（沼津溶銅株式会社金谷
工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.11 消防防災課

8415 3 液化石油ガス保安教育計画書届
保安教育計画変更明細書（鈴木自動車工業株式会
社湖西工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.19 消防防災課

8415 4 液化石油ガス保安教育計画書届
保安教育計画変更明細書（株式会社綜合自動車学
校）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.13 消防防災課

8415 5 液化石油ガス保安教育計画書届
保安教育計画変更明細書（株式会社綜合自動車学
校）

昭和５９年度 (起)昭59.12.20 消防防災課

8416 1 液化石油ガス製造廃止届書
液化石油ガス製造廃止届書の受理（有限会社浜岡
製作所）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.20 消防防災課

8416 2 液化石油ガス製造廃止届書
液化石油ガス製造廃止届書の受理（冨士ツバメプ
ロパン販売株式会社静清支店）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.25 消防防災課

8416 3 液化石油ガス製造廃止届書
液化石油ガス製造廃止届書の受理（日本楽器製造
株式会社）

昭和５９年度 (起)昭59.12.21 消防防災課

8417 1 液化石油ガス消費届書
液化石油ガス消費届出書（東海高圧ガス株式会
社）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.13 消防防災課

8418 1
液化石油ガス製造施設分解検査部
品等交換届書

液化石油ガス製造施設分解検査部品等交換届書
（ＴＤＫ株式会社静岡工場）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.22 消防防災課

8419 1 特定高圧ガス取扱主任者届書
特定高圧ガス取扱主任者届書（ＴＤＫ株式会社静
岡工場）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.25 消防防災課

8420 1 液化石油ガス製造開始届書
液化石油ガス製造開始届書（冨士ツバメプロパン
販売株式会社榛原支店）

昭和５９年度 (起)昭59. 8.20 消防防災課

8421 1 要望書・市町村消防調査 要望書・市町村消防の交付要綱等の資料 昭和５９年度 消防防災課

8422 1 清水港線対策関係
静岡県勤労者協議会連合会からの「県政に対する
要望二俣線を国鉄線としての存続」について（回
答）

昭和５９年度
(起)昭59.11.21
(決)昭59.11.22
(施)昭59.11.22

交通対策課

8422 2 清水港線対策関係
清水港線特定地方交通線対策協議会会議録の送付
について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.14
(決)昭59. 6.15
(施)昭59. 6.15

交通対策課

8422 3 清水港線対策関係
復命書（清水港線特定地方交通線対策協議会第３
回会議）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.26 交通対策課

8422 4 清水港線対策関係
復命書（清水港線に係る定期差額交付金等につい
て）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.10 交通対策課

8422 5 清水港線対策関係
復命書（清水港線に係る交通安全施設整備実施打
合せ会）

昭和５８年度 (起)昭59. 1.24 交通対策課

8422 6 清水港線対策関係
復命書（第５回清水港線特定地方交通線対策協議
会幹事会会議）

昭和５８年度 (起)昭58.12.13 交通対策課

8422 7 清水港線対策関係
復命書（第３回清水港線特定地方交通線対策協議
会）

昭和５８年度 (起)昭58.12.13 交通対策課
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8422 8 清水港線対策関係
清水港線対策に係る清水市の強力要請に対する回
答等について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 2
(決)昭58.12. 7
(施)昭58.12. 7

交通対策課

8423 1 清水港線対策資料 三保駒越線交通実態調査関係資料 昭和５８年度 交通対策課

8423 2 清水港線対策資料
国鉄清水港線代替輸送道路に関する交通量調査報
告書

昭和５８年度 静岡鉄道管理局

8424 1 清水港線 国鉄清水港線跡地利用計画について（答申） 昭和５９年度
国鉄清水港線跡
地利用対策協議
会

8424 2 清水港線
第１次特定地方交通線の廃止・転換線区の概要の
調査について（回答）

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6. 7
(施)昭60. 6. 7

交通対策課

8425 1 二俣線対策関係綴（１） レールバス導入等について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.26
(施)昭60. 4.26

交通対策課

8425 2 二俣線対策関係綴（１）
復命書（第２回二俣線特定地方交通線対策協議会
会議幹事会）

昭和６０年度 (起)昭60. 4.11 交通対策課

8425 3 二俣線対策関係綴（１） 復命書（二俣線経営収支について研究会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.19 交通対策課

8425 4 二俣線対策関係綴（１）
復命書（二俣線特定地方交通線対策協議会会議幹
事会打合せ会）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.25 交通対策課

8425 5 二俣線対策関係綴（１）
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会役員担
当課長会議）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.27 交通対策課

8425 6 二俣線対策関係綴（１）
復命書（二俣線特定地方交通線対策協議会幹事会
打合せ会）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.12 交通対策課

8425 7 二俣線対策関係綴（１）
復命書（第１回二俣線特定地方交通線対策協議会
会議幹事会）

昭和５９年度 (起)昭59.12.28 交通対策課

8425 8 二俣線対策関係綴（１） 国鉄二俣線を存続させるための要望書 昭和５９年度 (収)昭59.10.16
二俣線を守る住
民の会

8425 9 二俣線対策関係綴（１）
復命書（第１回二俣線特定地方交通線対策協議会
会議）

昭和５９年度 (起)昭59.12. 6 交通対策課

8426 1 二俣線対策関係綴（２） 東海道新幹線新駅設置（富士・掛川）について 昭和６０年度 交通対策課

8426 2 二俣線対策関係綴（２） 二俣線について 昭和６０年度 交通対策課

8427 1 ローカル線参考資料綴 二俣線問題関連資料の送付について 昭和５７年度 交通対策課

8427 2 ローカル線参考資料綴
復命書（国鉄ローカル線の活性化と地域振興の一
体化の課題と可能性セミナー

昭和５７年度 (起)昭57. 8.13 交通対策課

8428 1
昭和57年度鉄道近代化設備整備費
補助金

昭和57年度　地方鉄道近代化設備整備費補助金の
交付確定について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.31
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

県民生活課

8429 1 国鉄地方交通線対策 国鉄地方交通線対策について清水港線 昭和５６年度 交通対策課
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8430 1
二俣線民営鉄道経営調査中間報告
書

二俣線民営鉄道経営調査報告書 昭和５９年度
株式会社三菱総
合研究所

8430 2
二俣線民営鉄道経営調査中間報告
書

二俣線民営鉄道経営調査参考資料 昭和５９年度 静岡県外

8431 1 二俣線対策関係綴
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会発会
式）

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 9 県民生活課

8431 2 二俣線対策関係綴
二俣線存続沿線市町村対策協議会発会式の知事の
あいさつについて

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 3 県民生活課

8431 3 二俣線対策関係綴
地方交通線の利用拡大当実施に関する調査につい
て

昭和５６年度 (起)昭57. 3.17 県民生活課

8431 4 二俣線対策関係綴
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会担当課
長会議）

昭和５６年度 (起)昭57. 3. 8 県民生活課

8431 5 二俣線対策関係綴
二俣線存続増客運動の標語選定の結果報告につい
て

昭和５６年度 (収)昭57. 3.13
二俣線存続沿線
市町村対策協議
会

8432 1 二俣線対策関係綴（１） 会議内容の変更について 昭和５７年度 (起)昭57.12.25 生活環境課

8432 2 二俣線対策関係綴（１）
特定地方交通線第２次選定に関する陳情電報につ
いて（依頼）

昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.13
(施)昭57.12.13

生活環境課

8432 3 二俣線対策関係綴（１） 国鉄地方交通線問題庁内連絡会議の開催について 昭和５７年度
(起)昭57.12. 6
(決)昭57.12. 7
(施)昭57.12. 7

生活環境課

8432 4 二俣線対策関係綴（１） 二俣線に係る特定地方交通線の選定について 昭和５７年度
(起)昭57.12. 6
(決)昭57.12. 7
(施)昭57.12. 7

生活環境課

8432 5 二俣線対策関係綴（１） 二俣線沿線市町村担当課長会議の開催について 昭和５７年度 (起)昭57.12.20 生活環境課

8432 6 二俣線対策関係綴（１） 地方交通線対策に関する申入れ（報告） 昭和５７年度 (収)昭57.11. 4
全国知事会事務
総長

8432 7 二俣線対策関係綴（１） 特定地方交通線の選定について 昭和５７年度 (起)昭57.11.26 生活環境課

8432 8 二俣線対策関係綴（１）
復命書（特定地方交通線関係道県交通担当部長会
議）

昭和５７年度 (起)昭57.12.13 生活環境課

8433 1 二俣線対策関係綴（２）
二俣線に係る代替輸送道路の積雪等による不通日
数の調査結果について（回答）

昭和５７年度
(起)昭57.10.12
(決)昭57.10.12
(施)昭57.10.12

生活環境課

8433 2 二俣線対策関係綴（２）
二俣線に係る代替輸送道路の積雪等による不通日
数の調査結果について（照会）

昭和５７年度
(起)昭57.10. 4
(決)昭57.10. 5
(施)昭57.10. 5

生活環境課

8433 3 二俣線対策関係綴（２） 住宅団地等の開発計画調書について（依頼） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.20 生活環境課

8433 4 二俣線対策関係綴（２） みんなで乗ろう二俣線アンケート用紙 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 1 生活環境課

8433 5 二俣線対策関係綴（２）
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会担当課
長会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.16 生活環境課
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8433 6 二俣線対策関係綴（２） 国鉄地方交通線の利用促進方策について（回答） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.21
(決)昭57. 7.23
(施)昭57. 7.23

生活環境課

8433 7 二俣線対策関係綴（２） 二俣線アンケート結果（森町） 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 5 生活環境課

8433 8 二俣線対策関係綴（２） 復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会総会） 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 5 生活環境課

8433 9 二俣線対策関係綴（２）
昭和57年度二俣線存続市町村対策協議会の知事挨
拶について

昭和５７年度 (起)昭57. 6.28 生活環境課

8433 10 二俣線対策関係綴（２）
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会担当課
長会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 5.31 生活環境課

8433 11 二俣線対策関係綴（２）
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会役員会
及び６団体担当課長合同会議）

昭和５７年度 (起)昭57. 5.20 生活環境課

8433 12 二俣線対策関係綴（２）
地方交通線の利用拡大等実施に関する調査結果に
ついて

昭和５７年度 (起)昭57. 4.30 生活環境課

8434 1 二俣線対策関係綴（３） 国鉄二俣線問題懇談会について 昭和５７年度 (起)昭58. 2.19 生活環境課

8434 2 二俣線対策関係綴（３）
復命書（全国知事会特定地方交通線関係担当部長
会議）

昭和５７年度 (起)昭58. 3.14 生活環境課

8434 3 二俣線対策関係綴（３）
復命書（全国知事会第２次特定地方交通線担当課
長会議）

昭和５７年度 (起)昭58. 2.12 生活環境課

8434 4 二俣線対策関係綴（３） 国鉄二俣線に関する意見について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.22
(決)昭58. 1.27
(施)昭58. 1.28

生活環境課

8434 5 二俣線対策関係綴（３）
復命書（二俣線存続沿線市町村対策協議会臨時総
会）

昭和５７年度 (起)昭58. 1.21 生活環境課

8435 1 三菱総合研究所中間報告 二俣線民営鉄道経営調査報告書 昭和５９年度 (収)昭59.11. 9 三菱総合研究所

8436 1 昭和の森専用バス対策
昭和の森寒天車道専用バス運行にかかる今後の事
業計画並びに欠損補助について

昭和５６年度 (収)昭57. 3.20
東海自動車株式
会社

8436 2 昭和の森専用バス対策
地方バス路線車両購入費補助金交付要綱の制定に
ついて

昭和５６年度
(起)昭57. 2.27
(決)昭57. 3. 9
(施)昭57. 3. 9

生活環境課

8436 3 昭和の森専用バス対策
昭和の森寒天車道バス運行に係る事業計画につい
て

昭和５６年度 (収)昭57. 2. 1
東海自動車株式
会社

8437 1 地方交通線関係綴 地域交通実態調査について（回答） 昭和５９年度 (起)昭59.12. 3 交通対策課

8437 2 地方交通線関係綴 地域交通実態調査について 昭和５９年度
(起)昭59.11.12
(決)昭59.11.13
(施)昭59.11.13

交通対策課

8437 3 地方交通線関係綴 復命書（特定地方交通線関係交通担当課長会議） 昭和５９年度 (起)昭59. 6.11 交通対策課

8438 1 交通関係照会・回答綴
第１次特定地方交通線廃止転換に係る基金の設置
状況及び県実地事業調について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.18
(決)昭61. 3.20
(施)昭61. 3.20

交通対策課

8438 2 交通関係照会・回答綴 国鉄地方交通線対策について 昭和６０年度 (起)昭61. 1. 6 交通対策課
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8438 3 交通関係照会・回答綴
国鉄特定地方交通線の廃止に伴う転換事業計画に
ついて（回答）

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 5
(決)昭59. 6. 8
(施)昭59. 6. 8

交通対策課

8438 4 交通関係照会・回答綴 総合的交通計画等について 昭和５８年度 (起)昭59. 1.27 交通対策課

8438 5 交通関係照会・回答綴
県商工会議所連合会からの県行政施策への要望に
対する回答

昭和５８年度 (起)昭59. 1. 6 交通対策課

8438 6 交通関係照会・回答綴
地方交通線利用拡大等に関する施策についての調
査について（照会）

昭和５８年度 (起)昭58.10.15 交通対策課

8438 7 交通関係照会・回答綴 地域交通計画に関する調査について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.25
(施)昭58. 8.25

交通対策課

8438 8 交通関係照会・回答綴
総合交通政策担当主管課並びに総合交通体系計画
等の策定状況について（回答）

昭和５８年度
(起)昭58. 7. 2
(決)昭58. 7. 6
(施)昭58. 7. 6

交通対策課

8439 1 学校基本調査県集計表（小学校） 昭和59年度　学校基本調査（小学校） 昭和５９年度 統計課

8440 1 学校基本調査県集計表（中学校） 昭和59年度　学校基本調査（中学校） 昭和５９年度 統計課

8441 1
学校基本調査県集計表（高等学
校）

昭和59年度　学校基本調査（高等学校） 昭和５９年度 統計課

8442 1
学校基本調査県集計表（中学・高
等学校卒業後の状況）

昭和59年度　学校基本調査（中学・高等学校卒業
後の状況）

昭和５９年度 統計課

8443 1 環境基準見直し結果 瀬戸川見直し結果 昭和５９年度 環境衛生課

8443 2 環境基準見直し結果 安倍川見直し結果 昭和５９年度 環境衛生課

8443 3 環境基準見直し結果 黒石川見直し結果 昭和５９年度 環境衛生課

8443 4 環境基準見直し結果 栃山川見直し結果 昭和５９年度 環境衛生課

8443 5 環境基準見直し結果 小石川見直し結果 昭和５９年度 環境衛生課

8443 6 環境基準見直し結果 浜川見直し結果 昭和５９年度 環境衛生課

8444 1 中部地域水質汚濁予測調査報告書
中部地域水質汚濁予測調査報告書（水質環境管理
計画策定の背景）

昭和５９年度 環境衛生課

8444 2 中部地域水質汚濁予測調査報告書
東部地域水質汚濁予測調査報告書（水質環境管理
計画策定の背景）

昭和５９年度 環境衛生課

8444 3 中部地域水質汚濁予測調査報告書
西部地域水質汚濁予測調査報告書（水質環境管理
計画策定の背景）

昭和５９年度 環境衛生課

8445 1 公害防止計画資料 公害防止計画資料（静岡市関係） 昭和５９年度 環境保全課

8446 1
静岡、清水地域公害防止計画実施
状況調査報告書（原稿及び資料）

静岡・清水地域公害防止計画実施状況等調査報告
書について（回答）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 7.30
(施)昭59. 7.30

水質保全課
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8446 2
静岡、清水地域公害防止計画実施
状況調査報告書（原稿及び資料）

公害防止計画実施状況等調査の打ち合せ会の開催
について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 2 大気保全課

8447 1 静岡、清水地域公害防止計画 静岡・清水地域公害防止計画各種資料 昭和５６年度 水質保全課

8448 1
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（有）岩井商会・（株）沼津グラビア製
版）

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 9
(決)昭56. 7.16
(施)昭56. 7.18

水質保全課

8448 2
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（三伸鍍金工業（株））

昭和５６年度
(起)昭56.11.13
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.19

水質保全課

8448 3
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

排水基準違反事業場の改善対策履行状況について
（（株）明光電化工業所）

昭和５６年度 (収)昭57. 1.23 薬務課

8448 4
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

改善計画について（（株）明光電化工業所） 昭和５６年度 (起)昭56.12. 4 水質保全課

8448 5
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）明光電化工業所）

昭和５６年度
(起)昭56.10.19
(決)昭56.10.28
(施)昭56.11.11

水質保全課

8448 6
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（富士メッキ（株））

昭和５６年度
(起)昭56.12.16
(決)昭56.12.23
(施)昭57. 1.21

水質保全課

8448 7
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

排水基準違反事業場の改善対策履行状況について
（浜名部品工業（株））

昭和５６年度 (収)昭57. 3.19 薬務課

8448 8
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（富士工業（株）菊川工場・浜名部品工業
（株））

昭和５６年度
(起)昭57. 1.26
(決)昭57. 2. 4
(施)昭57. 2. 4

水質保全課

8448 9
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（有）金剛パーカライジング）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.20
(決)昭57. 3.26
(施)昭57. 3.29

水質保全課

8448 10
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

排水基準違反事業場の改善対策履行状況について
（（株）湖東電鍍工業所）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.12
(決)昭57. 2.16
(施)昭57. 2.18

水質保全課

8448 11
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

排水基準違反事業場の改善対策履行状況について
（（有）鷲津メッキ工業所）

昭和５６年度 (収)昭57. 2. 9 薬務課

8448 12
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）中里メッキ・ミヤマ工場（株））

昭和５６年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 3.31

水質保全課

8448 13
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

改善計画について（（株）後藤製作所） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 8. 4
(施)昭57. 8. 4

水質保全課

8448 14
昭和56年度水質改善計画書（衛生
部）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）後藤製作所）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 3.31

水質保全課

8449 1 昭和56年度水質改善計画書（１）
改善計画について（丸金製紙（株）・冨士加工制
止（株）・（株）双葉繊維化工場）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.17 水質保全課

8449 2 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（（有）伸和食品） 昭和５７年度
(起)昭57. 5.12
(決)昭57. 5.16
(施)昭57. 5.16

水質保全課

8449 3 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（マツオカ製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭57. 3.24
(決)昭57. 3.24
(施)昭57. 3.30

水質保全課

8449 4 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（個人（養豚業））

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 2
(決)昭56. 8.12
(施)昭56. 8.13

水質保全課

642 ページ



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

8449 5 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（中央製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 5
(決)昭56. 8.13
(施)昭56. 8.21

水質保全課

8449 6 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（駿興製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭57. 1.11
(施)昭57. 1.28

水質保全課

8449 7 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（富士観光（株）三保園ホテル・（株）
ニッセー日本平ホテル）

昭和５６年度
(起)昭56.10.19
(決)昭56.10.29
(施)昭56.11.11

水質保全課

8449 8 昭和56年度水質改善計画書（１）
改善計画について（相馬製作所・積水ハウス
（株））

昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.24
(施)昭56.12.24

水質保全課

8449 9 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（藤枝市藤岡処理場） 昭和５６年度
(起)昭56.12. 7
(決)昭56.12. 7
(施)昭56.12. 7

水質保全課

8449 10 昭和56年度水質改善計画書（１） 淡交荘の排水量等に関する報告 昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.17
(施)昭56.11.17

水質保全課

8449 11 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）双葉繊維化工場）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 9
(決)昭56.10.18
(施)昭56.10.29

水質保全課

8449 12 昭和56年度水質改善計画書（１）

改善計画について（（株）ヤマサ食品・（株）ト
マル水産・ヤマコ佐藤商店・（株）丸栄・三共食
品（株）・石原水産（株）・（株）山和・（株）
丸豊・焼津削節（株））

昭和５６年度
(起)昭56.10.29
(決)昭56.10.29
(施)昭56.10.29

水質保全課

8449 13 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（個人・焼津ミール企業組合）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 8
(決)昭56.10.12
(施)昭56.10.12

水質保全課

8449 14 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（藤枝製紙（株）） 昭和５６年度
(起)昭56.10.12
(決)昭56.10.12
(施)昭56.10.12

水質保全課

8449 15 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（紅嶺製紙（株）） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.24
(決)昭56.10. 3
(施)昭56.10. 3

水質保全課

8449 16 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（紅嶺製紙（株）・大二製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 5.14
(決)昭56. 5.18
(施)昭56. 6. 2

水質保全課

8449 17 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）双葉繊維化工場）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.21
(決)昭56. 8.29
(施)昭56. 9.25

水質保全課

8449 18 昭和56年度水質改善計画書（１）
改善計画について（日軽化工（株）・富士川開発
（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 7
(決)昭56. 8. 8
(施)昭56. 9. 8

水質保全課

8449 19 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（日本軽金属（株）清水工場） 昭和５６年度
(起)昭56. 6.27
(決)昭56. 6.29
(施)昭56. 6.29

水質保全課

8449 20 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（土屋工業（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 9
(決)昭56. 7.13
(施)昭56. 7.13

水質保全課

8449 21 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（清水市文化会館）

昭和５６年度
(起)昭56. 6.27
(決)昭56. 7.11
(施)昭56. 7.11

水質保全課

8449 22 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（（有）うろこぼし商店） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.16
(決)昭56. 9.16
(施)昭56. 9.16

水質保全課

8449 23 昭和56年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（信州ハム（株）静岡工場）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.24
(決)昭56. 9.24
(施)昭56. 9.24

水質保全課

8449 24 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（焼津大覚寺清掃工場） 昭和５６年度
(起)昭56.12.23
(決)昭56.12.23
(施)昭56.12.23

水質保全課
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8449 25 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（相馬製作所） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.18
(決)昭57. 1.18
(施)昭57. 1.18

水質保全課

8449 26 昭和56年度水質改善計画書（１） 改善計画について（アート工業（株）） 昭和５６年度
(起)昭57. 2.10
(決)昭57. 2.12
(施)昭57. 2.12

水質保全課

8450 1 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（東洋製紙（株）・嘉栄製紙（株）・高尾
製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭57. 3.20
(決)昭57. 3.24
(施)昭57. 3.30

水質保全課

8450 2 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（富士ブロイラー（株）・田子の浦パルプ
（株））

昭和５６年度
(起)昭57. 2.12
(決)昭57. 2.20
(施)昭57. 3.31

水質保全課

8450 3 昭和56年度水質改善計画書（２）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（天間特種製（株）・明治製紙（株）・冨
士加工製紙（株）･三和製紙（株）・滝沢製紙
（株）・イデヒコ製紙（株）・興陽製紙（株）･
中村製紙（株）・丸富製紙（株）・三清静止
（株）・利久制止（株）・林製紙（株）・丸金製
紙（株）

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 8
(決)昭57. 1.11
(施)昭57. 1.21

水質保全課

8450 4 昭和56年度水質改善計画書（２）
改善計画について（アルファ（株）・三仁製紙
所）

昭和５６年度
(起)昭56.12.12
(決)昭56.12.18
(施)昭56.12.18

水質保全課

8450 5 昭和56年度水質改善計画書（２）
改善計画について（下田市じん芥処理場・富士箱
根ランド）

昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.17
(施)昭56.11.17

水質保全課

8450 6 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（沼津保証牛乳（株））

昭和５６年度
(起)昭56.10.14
(決)昭56.10.19
(施)昭56.10.19

水質保全課

8450 7 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（町田食品（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 9.18
(決)昭56. 9.25
(施)昭56. 9.25

水質保全課

8450 8 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（和興製紙所・麗峰製紙（株）・アルファ
（株）・広晁製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 8.21
(決)昭56. 8.29
(施)昭56. 9.25

水質保全課

8450 9 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（市川製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 4
(決)昭56. 8.18
(施)昭56. 9.25

水質保全課

8450 10 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（福泉産業（株）・アサヒブロイラー
（株）・岡田染工（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 7.21
(決)昭56. 7.31
(施)昭56. 8. 6

水質保全課

8450 11 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（大八製紙（株）・丸金製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 6.16
(決)昭56. 6.20
(施)昭56. 8. 6

水質保全課

8450 12 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（三清製紙（株）・昭和特殊製紙（株）・
三島製紙（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 5.14
(決)昭56. 5.18
(施)昭56. 6. 2

水質保全課

8450 13 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（ニューデルタ工業（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 5.18
(決)昭56. 5.25
(施)昭56. 5.25

水質保全課

8450 14 昭和56年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（富士紡績（株）小山工場・伊豆中央農協
食鶏センター）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 7.20
(施)昭56. 7.20

水質保全課

8450 15 昭和56年度水質改善計画書（２）
改善計画について（米久（株）・伊豆急行藪住宅
団地）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.10
(決)昭56. 7.10
(施)昭56. 7.10

水質保全課
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8451 1 昭和59年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（ほてい缶詰（株）富士川工
場）

昭和５９年度 (起)昭59. 6. 3 水質保全課

8451 2 昭和59年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（日本軽金属（株）清水工
場）

昭和５９年度
(起)昭59.10.30
(決)昭59.11. 5

水質保全課

8451 3 昭和59年度水質改善計画書（１）
三保園ホテルに係る排水処理改善計画の延期願い
について

昭和５９年度 (起)昭59. 6.13 水質保全課

8451 4 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（富士観光（株）・清水製薬（株））

昭和５９年度
(起)昭59.10.18
(決)昭59.11. 9
(施)昭59.11.20

水質保全課

8451 5 昭和59年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（本州製紙（株）岩淵工場） 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 8
(決)昭59. 5.14

水質保全課

8451 6 昭和59年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（久保商店） 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 5 水質保全課

8451 7 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（鈴木開発（株））

昭和５９年度
(起)昭59. 4.17
(決)昭59. 4.19
(施)昭59. 4.19

水質保全課

8451 8 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（丸長鍍金（株）本社工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 3.28

水質保全課

8451 9 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（日本アキュームレータ（株））

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3.12
(施)昭60. 3.20

水質保全課

8451 10 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（柳屋水産（株）団地工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.12
(決)昭60. 2.15
(施)昭60. 2.20

水質保全課

8451 11 昭和59年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（旭水産（株）岩淵工場） 昭和５９年度
(起)昭60. 1.16
(決)昭60. 1.18

水質保全課

8451 12 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（静鉄狐ヶ崎マンション・山梨缶詰
（株））

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 9
(決)昭60. 1.12
(施)昭60. 1.17

水質保全課

8451 13 昭和59年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（日本オイルシール（株）静
岡工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.16
(決)昭60. 1.18

水質保全課

8451 14 昭和59年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（山下巽商店・（株）大石与
作商店・山福水産（株））

昭和５９年度
(起)昭59.12.20
(決)昭59.12.25

水質保全課

8451 15 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（オレンジタウン三輪団地）

昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.21
(施)昭59.11.27

水質保全課

8451 16 昭和59年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（（有）伸和食品） 昭和５９年度 (起)昭59.11. 5 水質保全課

8451 17 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）ゴマル）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.10
(決)昭59. 9.11
(施)昭59. 9.12

水質保全課

8451 18 昭和59年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（富士家庭紙製造協同組合） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 1

水質保全課

8451 19 昭和59年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（（株）山和・焼津ミール協
業組合・望月菊次商店・住友ベークライト（株）
静岡工場・柴田商店・焼津削節（株））

昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10. 3

水質保全課

8451 20 昭和59年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（漆畑養豚） 昭和５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.31

水質保全課
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8451 21 昭和59年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（嘉栄製紙（株）・和興製紙
（株））

昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.17

水質保全課

8451 22 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）スルガ）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.18
(決)昭59. 7.23
(施)昭59. 8. 2

水質保全課

8451 23 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（有）カネトク服部商店）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.12
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

水質保全課

8451 24 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（久保田養豚場）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.31
(決)昭59. 6. 4
(施)昭59. 6. 4

水質保全課

8451 25 昭和59年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（春日製紙工業（株））

昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 6. 4
(施)昭59. 6. 4

水質保全課

8452 1 昭和59年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（豊盛研鍍（株））

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 4
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.18

水質保全課

8452 2 昭和59年度水質改善計画書（２） 改善計画書について（豊盛研鍍（株）） 昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.17

水質保全課

8452 3 昭和59年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（太洋紙業（株））

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 6
(決)昭60. 4. 8

水質保全課

8452 4 昭和59年度水質改善計画書（２） 改善計画書について（（株）双葉繊維工場） 昭和５９年度
(起)昭59.11.21
(決)昭59.11.27

水質保全課

8452 5 昭和59年度水質改善計画書（２）
改善計画書について（大村紙業（株）製紙事業
部）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.21 水質保全課

8452 6 昭和59年度水質改善計画書（２）
改善計画書について（新富士製紙（株）本社工
場）

昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 5. 8

水質保全課

8452 7 昭和59年度水質改善計画書（２） 改善計画書について（徳育製紙（株）） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.21 水質保全課

8452 8 昭和59年度水質改善計画書（２） 改善計画書について（丸金製紙（株）） 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5.13

水質保全課

8452 9 昭和59年度水質改善計画書（２）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（静岡ノーサン食品（株）・新冨士製紙
（株）・（株）マスコー富士宮製紙工場・大村紙
業（株））

昭和５９年度
(起)昭60. 3.27
(決)昭60. 3.29

水質保全課

8452 10 昭和59年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（有）マルイシ石渡水産・個人２名・小
川水産・田内水産・マルヒロ水産）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.13
(決)昭59. 8.20
(施)昭59. 8.24

水質保全課

8452 11 昭和59年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（米久（株））

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3.12
(施)昭60. 3.20

水質保全課

8452 12 昭和59年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（富士紡績（株）小山工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 4
(決)昭60. 2.12
(施)昭60. 2.12

水質保全課

8452 13 昭和59年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（県営住宅七尾団地）

昭和５９年度
(起)昭59.12.19
(決)昭59.12.26
(施)昭59.12.26

水質保全課

8452 14 昭和59年度水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（林製紙（株）比奈工場・紅嶺製紙
（株）・冨士里和製紙（株）・三仁製紙所）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.29
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

水質保全課
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8452 15 昭和59年度水質改善計画書（２）
改善計画書について（大木水産（株）熱海流通セ
ンター）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.17
(決)昭60. 1.18

水質保全課

8452 16 昭和59年度水質改善計画書（２） 改善計画書について（伊東市食肉センター） 昭和５９年度
(起)昭59.12.13
(決)昭59.12.18

水質保全課

8452 17 昭和59年度水質改善計画書（２） 改善計画書について（（有）フジ化学） 昭和５９年度
(起)昭59.12.11
(決)昭59.12.12

水質保全課

8453 1 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（丸茂製紙（株）） 昭和５９年度
(起)昭59.10.12
(決)昭59.12. 5

水質保全課

8453 2 昭和59年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（町田食品（株）第二工場）

昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.21
(施)昭59.11.21

水質保全課

8453 3 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（（株）桃中軒） 昭和５９年度
(起)昭59.11.16
(決)昭59.11.20

水質保全課

8453 4 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善報告書について（東食品（株）） 昭和５９年度
(起)昭59.11.16
(決)昭59.11.20

水質保全課

8453 5 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（中木汚水処理施設） 昭和５９年度
(起)昭59.11.16
(決)昭59.11.20

水質保全課

8453 6 昭和59年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）ホテル銀水荘・（有）鳥喜商店）

昭和５９年度
(起)昭59.10.31
(決)昭59.11. 5

水質保全課

8453 7 昭和59年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（カナエ工業（株））

昭和５９年度
(起)昭59.11.14
(決)昭59.11.14
(施)昭59.11.14

水質保全課

8453 8 昭和59年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（有）東鍍金工業所）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 8
(決)昭59.11.10
(施)昭59.11.10

水質保全課

8453 9 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（マツオカ製紙（株）） 昭和５９年度
(起)昭59.11. 2
(決)昭59.11. 5

水質保全課

8453 10 昭和59年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（静岡製紙工業（株）・太洋製紙（株））

昭和５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59.10. 1

水質保全課

8453 11 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（戸田村衛生センター） 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 7
(決)昭59. 9.10

水質保全課

8453 12 昭和59年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（東冨士開発農業協同組合）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.28
(決)昭59. 9. 1

水質保全課

8453 13 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（イデヒコ製紙（株）） 昭和５９年度
(起)昭59. 7.24
(決)昭59. 7.30

水質保全課

8453 14 昭和59年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（葛飾工業（株））

昭和５９年度
(起)昭59. 6.20
(決)昭59. 6.26
(施)昭59. 7. 3

水質保全課

8453 15 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（シーサイドホテル尾張屋） 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 7
(決)昭60. 3.11

水質保全課

8453 16 昭和59年度水質改善計画書（３）
改善計画書について（（株）デイベンロイ・日本
リネンサプライ（株）

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.12

水質保全課

8453 17 昭和59年度水質改善計画書（３）
改善計画書について（（株）東映ホテルチェー
ン）

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 2 水質保全課

8453 18 昭和59年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（信栄製紙（株）） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.12
(決)昭59. 5.15

水質保全課
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8453 19 昭和59年度水質改善計画書（３）
改善勧告に伴う改善工事の完了報告（（株）東映
ホテルチェーン）

昭和６０年度 (起)昭61. 1.22 水質保全課

8454 1 昭和59年度水質改善計画書（４） 改善計画書について（フランスベッド（株）） 昭和６０年度
(起)昭60. 4.13
(決)昭60. 4.20

水質保全課

8454 2 昭和59年度水質改善計画書（４）
改善計画書について（静岡川口薬品（株）大須賀
工場）

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 3
(決)昭60. 4. 5

水質保全課

8454 3 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（鈴木自動車工場（株））

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3.11
(施)昭60. 3.11

水質保全課

8454 4 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（窪田養豚場）

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3.11
(施)昭60. 3.11

水質保全課

8454 5 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（宮本織物（株））

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 6
(決)昭60. 3.11
(施)昭60. 3.11

水質保全課

8454 6 昭和59年度水質改善計画書（４）
改善計画書について（浜松ホトニクス静岡川口薬
品（株）豊岡製作所）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.29
(決)昭60. 1.30

水質保全課

8454 7 昭和59年度水質改善計画書（４） 改善計画書について（森光製紙（株）） 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1. 8

水質保全課

8454 8 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（鈴木自動車工場（株）湖西工場）

昭和５９年度
(起)昭59.12.19
(決)昭59.12.25
(施)昭59.12.25

水質保全課

8454 9 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（個人名）

昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.12. 1
(施)昭59.12. 7

水質保全課

8454 10 昭和59年度水質改善計画書（４）
改善計画書について（（株）さくらファインケミ
カル）

昭和５９年度
(起)昭59.11.24
(決)昭59.11.27

水質保全課

8454 11 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（個人名：村松養豚所）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 8
(決)昭59.11.14
(施)昭59.11.14

水質保全課

8454 12 昭和59年度水質改善計画書（４）
改善計画書について（日の出物産（株）森町工
場）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 5
(決)昭59.11. 8

水質保全課

8454 13 昭和59年度水質改善計画書（４） 改善計画書について（（株）マルス農場） 昭和５９年度
(起)昭59.10.27
(決)昭59.11. 2

水質保全課

8454 14 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（豊田合成（株）森町工場）

昭和５９年度
(起)昭59.10.11
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.16

水質保全課

8454 15 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（ケイアイ化成（株）森町工場）

昭和５９年度
(起)昭59.10.11
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.16

水質保全課

8454 16 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（処分なし）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.27
(決)昭59. 9.29

水質保全課

8454 17 昭和59年度水質改善計画書（４） 改善計画書について（（有）増田ファーム） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59. 9.26

水質保全課

8454 18 昭和59年度水質改善計画書（４）
改善計画書について（静岡川口薬品（株）大須賀
工場）

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 4
(決)昭59. 9.10

水質保全課

8454 19 昭和59年度水質改善計画書（４） 改善計画書について（三井工業（株）浜北工場） 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 1
(決)昭59. 9. 7
(施)昭59. 9. 7

水質保全課

8454 20 昭和59年度水質改善計画書（４） 改善計画書について（富士工業（株）菊川工場） 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 4
(決)昭59. 9. 7

水質保全課
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8454 21 昭和59年度水質改善計画書（４） 改善計画書について（池島フーズ（株）） 昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.25

水質保全課

8454 22 昭和59年度水質改善計画書（４）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（森光製紙（株））

昭和５９年度
(起)昭59. 6.21
(決)昭59. 6.27
(施)昭59. 6.27

水質保全課

8455 1 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（三ヶ日農業協同組合） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.23 水質保全課

8455 2 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（（有）浜名染色） 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6. 9

水質保全課

8455 3 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（川根衛生施設組合） 昭和５８年度 (起)昭58. 4.27 水質保全課

8455 4 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）長崎屋・（株）白井商店）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

水質保全課

8455 5 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（グリーンタウンかなさし管理組合）

昭和５７年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 3.31

水質保全課

8455 6 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（大日精化工業（株）東海工場・日の出
ミート（株））

昭和５７年度
(起)昭58. 2.17
(決)昭58. 2.22

水質保全課

8455 7 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（日本道路公団東京第一管理局）

昭和５７年度
(起)昭58. 2.17
(決)昭58. 2.22
(施)昭58. 3. 3

水質保全課

8455 8 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（三ヶ日農協・静岡日本電気（株）・松下
電器産業（株））

昭和５７年度
(起)昭58. 2. 3
(決)昭58. 2.10
(施)昭58. 2.18

水質保全課

8455 9 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（岩城製薬（株）・農事組合法人東部養豚
組合）

昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.20

水質保全課

8455 10 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（ミツワ染色工業（株）） 昭和５７年度 (起)昭58. 2. 8 水質保全課

8455 11 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（個人名） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.15 水質保全課

8455 12 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（個人名：中村・三矢鍍金工業書）

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 6
(決)昭58. 1.18
(施)昭58. 1.26

水質保全課

8455 13 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（ミツワ染色工業（株）・中村洗業
（株））

昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.20

水質保全課

8455 14 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（（株）静岡加ト吉） 昭和５７年度 (起)昭58. 1.26 水質保全課

8455 15 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（本郷団地汚水処理委員会）

昭和５７年度
(起)昭58. 1. 6
(決)昭58. 1.18
(施)昭58. 1.26

水質保全課

8455 16 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（（資）白砂亭） 昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.20

水質保全課

8455 17 昭和57年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（興国ゴム工業（株）大浜工
場・菊川照明（株））

昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.17

水質保全課
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8455 18 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（新和工業（株）） 昭和５７年度 (起)昭57.10. 6 水質保全課

8455 19 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（浜名染色）

昭和５７年度
(起)昭57.10.12
(決)昭57.11.10
(施)昭57.11.10

水質保全課

8455 20 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）白井商店）

昭和５７年度
(起)昭57.10.12
(決)昭57.11.10
(施)昭57.11.10

水質保全課

8455 21 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（有）平野工業所）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.12
(決)昭57. 8.17
(施)昭57. 9. 2

水質保全課

8455 22 昭和57年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（（株）丸山塗装工業所） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.30
(決)昭57. 9. 2

水質保全課

8455 23 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（ユニー（株）静岡地区本部）

昭和５７年度
(起)昭57. 6.17
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 7.30

水質保全課

8455 24 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（医療法人）好生会小笠病院）

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 8
(決)昭57. 6.19
(施)昭57. 6.29

水質保全課

8455 25 昭和57年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）さくらファイルケミカル）

昭和５７年度
(起)昭57. 5.22
(決)昭57. 5.25
(施)昭57. 6.29

水質保全課

8456 1 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（掛川市立病院） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.25 水質保全課

8456 2 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（静岡県立磐田農業高校）

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 9
(決)昭56. 6.15

水質保全課

8456 3 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（日研フード（株））

昭和５６年度
(起)昭56. 6.17
(決)昭56. 6.24

水質保全課

8456 4 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（浜岡畜産（株）） 昭和５６年度 (起)昭56. 9. 3 水質保全課

8456 5 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（静岡県経済農業協同組合連合会）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.24 水質保全課

8456 6 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（榛原総合病院） 昭和５６年度 (起)昭56.10.16 水質保全課

8456 7 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（大井川興業（株）） 昭和５６年度 (起)昭56.10.29 水質保全課

8456 8 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（磐田市役所汚水処理施設） 昭和５６年度 (起)昭56.10.23 水質保全課

8456 9 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（ユニー掛川ショッピングセンター・
（株）栗山商会）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.24
(決)昭56. 7.27
(施)昭56. 7.28

水質保全課

8456 10 昭和57年度水質改善計画書（３）
改善計画書について（ユニー（株）・（株）栗山
商店）

昭和５６年度 (起)昭56.10.31 水質保全課

8456 11 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（新和工業（株）） 昭和５６年度 (起)昭56.11.17 水質保全課

8456 12 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（河東養豚団地） 昭和５６年度 (起)昭56.11.18 水質保全課
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8456 13 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（東海製紙（株）・旭可鍛鉄（株）菊川南
工場）

昭和５６年度 (起)昭56. 9. 4 水質保全課

8456 14 昭和57年度水質改善計画書（３）
改善計画書について（安達湖料（株）浜松工場・
助信染工（株））

昭和５６年度 (起)昭57. 1. 8 水質保全課

8456 15 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（（有）平野工業所） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.13

水質保全課

8456 16 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（森光製紙（株）） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.28
(決)昭57. 2. 1
(施)昭57. 2. 1

水質保全課

8456 17 昭和57年度水質改善計画書（３）
改善計画書について（（株）白井商店磐田工場・
（有）大河内畜産）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.18
(決)昭57. 2.19

水質保全課

8456 18 昭和57年度水質改善計画書（３）
改善計画書について（静岡県経済農業協同組合連
合会磐田工場）

昭和５６年度 (起)昭57. 2.24 水質保全課

8456 19 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（有）増田ファーム）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.25

水質保全課

8456 20 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（榛原総合病院・宮本織物（株）・新日本
ビロード（株）・積水加美村団地）

昭和５６年度 (起)昭56. 9. 4 水質保全課

8456 21 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（（株）静岡加ト吉） 昭和５７年度 (起)昭57. 4.16 水質保全課

8456 22 昭和57年度水質改善計画書（３）
改善計画書について（静岡川口薬品（株）大須賀
工場・山陽色素（株）東海工場）

昭和５７年度 (起)昭57. 4.20 水質保全課

8456 23 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（岩城製薬（株）静岡工場）

昭和５６年度
(起)昭57. 2.27
(決)昭57. 3. 1

水質保全課

8456 24 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（浜岡畜産（株）） 昭和５７年度 (起)昭57. 4.21 水質保全課

8456 25 昭和57年度水質改善計画書（３） 改善計画書について（磐田東部台団地管理組合） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.17 水質保全課

8456 26 昭和57年度水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（掛川市立病院）

昭和５６年度 (起)昭56.11.27 水質保全課

8457 1 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善報告（（合）南熱川温泉ホテル片瀬館） 昭和６１年度 (収)昭61. 6.25 水質保全課

8457 2 昭和58年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（（合）南熱川温泉ホテ
ル）・（株）伏見観光）・（株）白井商店）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.24
(決)昭60. 1.28
(施)昭60. 1.28

水質保全課

8457 3 昭和58年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（三和製紙（株））

昭和５８年度
(起)昭58.10. 3
(決)昭58.10. 4

水質保全課

8457 4 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（丸十製紙（株）） 昭和５８年度
(起)昭58.10.25
(決)昭58.10.28
(施)昭58.10.28

水質保全課

8457 5 昭和58年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（ニューデルタ（株）梅名工場）

昭和５８年度
(起)昭58.10. 3
(決)昭58.10. 4
(施)昭58.10. 4

水質保全課

8457 6 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（（有）フジ科学） 昭和５８年度
(起)昭59. 2.22
(決)昭59. 2.24

水質保全課
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8457 7 昭和58年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（新菱製罐（株）冨士小山工場）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.21 水質保全課

8457 8 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（（有）マルイシ石渡水産） 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 9
(決)昭59. 4.16

水質保全課

8457 9 昭和58年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（（株）長倉製作所・（有）
イリ二水産・カネマツ水産操業（株））

昭和５８年度
(起)昭58.11.20
(決)昭58.11.25

水質保全課

8457 10 昭和58年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（有）福嶋隆一商店）

昭和５８年度
(起)昭58. 9.26
(決)昭58.10. 3
(施)昭58.10.14

水質保全課

8457 11 昭和58年度水質改善計画書（１）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（石毛総鉄（株）沼津工場・（株）大川螺
子製作所・富士市浮島団地汚水処理・浅間グルー
プ・太陽紙業（株）冨士工場・信栄製紙（株））

昭和５８年度
(起)昭58. 9.26
(決)昭58.10. 3
(施)昭58.10.14

水質保全課

8457 12 昭和58年度水質改善計画書（１）

水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（国立中央青年の家・ハイネス恒産
（株）・岳南食肉センター組合・大木水産
（株））

昭和５８年度
(起)昭58. 8.31
(決)昭58. 9. 2

水質保全課

8457 13 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（富士家庭紙製造協同組合） 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 5

水質保全課

8457 14 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（ロンテックス（株）） 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 5

水質保全課

8457 15 昭和58年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（小田急電鉄（株）・中木汚水処理施設）

昭和５８年度
(起)昭58. 7.20
(決)昭58. 7.25

水質保全課

8457 16 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（泉製紙（有）） 昭和５８年度 (起)昭58. 9. 9 水質保全課

8457 17 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（沼津補償牛乳（株）） 昭和５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.26

水質保全課

8457 18 昭和58年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）ヤオハンフード）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.21
(決)昭58. 6.22
(施)昭58. 6.27

水質保全課

8457 19 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（（株）井出紙業所） 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 8
(決)昭58. 6.14

水質保全課

8457 20 昭和58年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）井出紙業所・ミヅポ製紙（株）・
丸茂製紙（株）オハンフード）

昭和５８年度
(起)昭58. 5.24
(決)昭58. 5.27
(施)昭58. 5.27

水質保全課

8457 21 昭和58年度水質改善計画書（１） 改善計画書について（やよひ製紙（株）） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.28
(決)昭59. 5.31

水質保全課

8457 22 昭和58年度水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（富士写真フィルム（株）・（株）鈴木製
紙所）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 5. 1
(施)昭59. 5.14

水質保全課

8457 23 昭和58年度水質改善計画書（１）
改善計画書について（修善寺町外２町衛生処理施
設組合）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 7. 5

水質保全課

8458 1
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（湖西市環境センター） 昭和５９年度
(起)昭59.10. 9
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.16

大気保全課
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8458 2
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（日之出織物工業協同組合） 昭和５９年度
(起)昭59.10. 9
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.16

大気保全課

8458 3
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（東海染工（株）浜松事務所） 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 2
(決)昭59. 8. 6
(施)昭59. 8. 6

大気保全課

8458 4
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（起立木工（株）岡部工場） 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 2
(決)昭59. 8. 6
(施)昭59. 8. 6

大気保全課

8458 5
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

審査会審議内容（59.７.23）について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.24
(決)昭59. 7.28

大気保全課

8458 6
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

審査会審議内容（59.７.２）について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.10
(決)昭59. 7.13

大気保全課

8458 7
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（ネッスル（株）島田工場） 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 7
(決)昭60. 3.14
(施)昭60. 3.20

大気保全課

8458 8
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

審査結果による措置について（59.７.２審査） 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 5
(決)昭59. 7.13

大気保全課

8458 9
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（浜松工業（株）） 昭和５９年度
(起)昭60. 1.10
(決)昭60. 1.18
(施)昭60. 1.23

大気保全課

8458 10
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

審査結果による措置について（59.６.11審査） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.11
(決)昭59. 6.14

大気保全課

8458 11
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（松下化成（株）） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.14
(決)昭59. 6.20
(施)昭59. 6.21

大気保全課

8458 12
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（山之内製薬（株）焼津工場） 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 4
(決)昭59. 7. 8
(施)昭59. 7. 9

大気保全課

8458 13
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（深見合金（有）） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.15
(決)昭59. 6.20
(施)昭59. 6.21

大気保全課

8458 14
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（（株）津村順天堂静岡工場） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.14
(決)昭59. 6.20
(施)昭59. 6.21

大気保全課

8458 15
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の提出（三菱アルミニウム（株）冨士
製作所）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.28
(施)昭59. 7.31

大気保全課

8458 16
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

改善計画書の受理について（三菱アルミニウム
（株）冨士製作所）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.11
(決)昭60. 9.24
(施)昭60. 9.25

大気保全課

8458 17
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅰ）

審査結果による措置について（59.５.28審査） 昭和５９年度 大気保全課

8459 1
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による改善報告書の受理（平金産業
（株））

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 4
(決)昭60.11.21
(施)昭60.11.21

大気保全課

8459 2
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による改善報告書の受理（（株）村松製
油所）

昭和５９年度
(起)昭59.11.27
(決)昭59.11.29
(施)昭59.11.30

大気保全課

8459 3
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による改善報告書の受理（（株）ヤマト
レクレーションつま恋）

昭和５９年度
(起)昭59.11.27
(決)昭59.11.29
(施)昭59.11.30

大気保全課

8459 4
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

松坂町清掃センターの都市ごみ焼却炉の測定結果
について

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 1
(決)昭61. 3. 4

大気保全課

8459 5
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善計画書に基づく改善結果について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 2
(施)昭60.10. 4

大気保全課
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8459 6
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善計画書の提出（松崎町清掃センター） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

大気保全課

8459 7
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善計画書の提出（天竜市清掃センター） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.12
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.18

大気保全課

8459 8
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による措置について（59.11.12審査） 昭和５９年度
(起)昭59.11.14
(決)昭59.11.21

大気保全課

8459 9
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善計画書の提出（平和コンクリート工業（株）
浜松工場）

昭和６０年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 4. 1
(施)昭60. 4.12

大気保全課

8459 10
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による措置について（59.10.22審査） 昭和５９年度
(起)昭59.10.30
(決)昭59.11. 1

大気保全課

8459 11
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

大気汚染防止法に基づくばい煙の低減化指導の結
について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.23
(施)昭60. 2.26

大気保全課

8459 12
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善報告書の受理について（山川工業（株）） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.30 大気保全課

8459 13
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善計画書の提出（山川工業（株）） 昭和５９年度
(起)昭59.10.15
(決)昭59.10.15
(施)昭59.10.16

大気保全課

8459 14
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善報告書の受理について（（有）足立製油所） 昭和５９年度
(起)昭60. 1.30
(決)昭60. 2. 2
(施)昭60. 2. 2

大気保全課

8459 15
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による措置について（59.10.12審査） 昭和５９年度
(起)昭59.10.13
(決)昭59.10.15

大気保全課

8459 16
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による措置について（59.９.７審査） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.29
(決)昭59.10. 2

大気保全課

8459 17
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善報告書の受理について（丸井製紙（株）板紙
工場）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.20
(決)昭59. 9.25
(施)昭59. 9.25

大気保全課

8459 18
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善報告書の受理について（大和紙器（株）静岡
工場・高国工芸（株）第２工場・広海紡績
（株））

昭和５９年度
(起)昭59.11.22
(決)昭59.11.29
(施)昭59.11.29

大気保全課

8459 19
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による措置について（59.９.17審査） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.20
(決)昭59. 9.25

大気保全課

8459 20
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

審査結果による措置について（59.８.13審査） 昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.16

大気保全課

8459 21
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅱ）

改善報告書の受理について（富士精錬（株）御殿
場工場）

昭和５９年度
(起)昭59.11. 6
(決)昭59.11. 8

大気保全課

8460 1
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.５.８審査） 昭和５９年度 大気保全課

8460 2
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（日経化工（株）蒲原
工場）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.29
(施)昭61. 3.29

大気保全課

8460 3
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

大気汚染防止法に基づく指導に対する中間報告に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.12
(決)昭60. 9.24
(施)昭60. 9.25

大気保全課

8460 4
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.３.29審査） 昭和６０年度
(起)昭60. 3.30
(決)昭60. 4. 3

大気保全課
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8460 5
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.３.25審査） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.25
(決)昭60. 3.29

大気保全課

8460 6
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（土肥町衛生プラン
ト）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.12
(決)昭61. 2.14
(施)昭61. 2.26

大気保全課

8460 7
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.３.11審査） 昭和５９年度
(起)昭60. 3.18
(決)昭60. 3.22

大気保全課

8460 8
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.３.４審査） 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3.11

大気保全課

8460 9
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（大和染工（株）） 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 4
(決)昭60. 5.10
(施)昭60. 5.10

大気保全課

8460 10
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.２.27審査） 昭和５９年度
(起)昭60. 2.27
(決)昭60. 3. 4

大気保全課

8460 11
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.２.27審査） 昭和５９年度
(起)昭60. 2.28
(決)昭60. 3. 4

大気保全課

8460 12
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.２.４審査） 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 5
(決)昭60. 2.12

大気保全課

8460 13
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（60.１.21審査） 昭和５９年度
(起)昭60. 1.21
(決)昭60. 1.28

大気保全課

8460 14
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の提出結果による受理について（化成
へキスト（株）大浜工場）

昭和６０年度
(起)昭60.10.14
(決)昭60.10.16
(施)昭60.10.18

大気保全課

8460 15
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善計画書の提出（化成へキスト（株）大浜工
場）

昭和５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.29
(施)昭60. 1.31

大気保全課

8460 16
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（59.12.25審査） 昭和５９年度
(起)昭59.12.26
(決)昭59.12.27

大気保全課

8460 17
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（豊年石油（株）清水
工場）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.23
(施)昭60. 2.26

大気保全課

8460 18
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（御殿場市・小山町広
域行政組合清掃センター）

昭和６０年度
(起)昭60. 6.21
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

大気保全課

8460 19
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（59.12.18審査） 昭和５９年度
(起)昭59.12.19
(決)昭59.12.21

大気保全課

8460 20
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（59.12.10審査） 昭和５９年度
(起)昭59.12.14
(決)昭59.12.19

大気保全課

8460 21
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（菊川町及び小笠町衛
生施設説組合）

昭和６０年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 4. 3
(施)昭60. 4.12

大気保全課

8460 22
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

相川鉄工（株）の金属溶解炉ばいじん対策工事遅
延願いの受理について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 7.10

大気保全課

8460 23
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（東海製紙工業
（株））

昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6.19

大気保全課

8460 24
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（富士共和製紙
（株））

昭和５９年度
(起)昭60. 1.23
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.31

大気保全課

8460 25
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

改善報告書の受理について（川根町立ごみ焼却処
理場）

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8. 7
(施)昭60. 8. 7

大気保全課
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8460 26
昭和59年度大気立入検査結果
（Ⅲ）

審査結果による措置について（59.11.19審査） 昭和５９年度
(起)昭59.11.22
(決)昭59.11.27

大気保全課

8461 1
自然環境基本調査（社寺林）２－
１

社寺林の植生調査への協力依頼について 昭和５６年度 (起)昭56. 6.26 自然保護課

8461 2
自然環境基本調査（社寺林）２－
１

静岡県社寺林調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.29
(決)昭56. 6. 3

自然保護課

8462 1
自然環境基本調査（社寺林）２－
２

社寺林の調査依頼・調査後の資料関係 昭和５６年度 自然保護課

8462 2
自然環境基本調査（社寺林）２－
２

アンケート資料（調査者：内海） 昭和５６年度 自然保護課

8463 1 自然環境基本調査（昆虫類） 調査者の調査記録関係 昭和５６年度 自然保護課

8463 2 自然環境基本調査（昆虫類） 調査者の結果取りまとめ（原稿） 昭和５６年度 自然保護課

8464 1 自然環境基本調査（植物相）
昭和58年度自然環境基本調査（植物相）の協力依
頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.27
(決)昭58. 4.30
(施)昭58. 4.30

自然保護課

8464 2 自然環境基本調査（植物相）
昭和57年度自然環境基本調査（植物相）の協力依
頼について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 5
(決)昭57. 7. 6
(施)昭57. 7. 6

自然保護課

8465 1 帰化動植物関係 帰化動植物調査協力依頼のお礼 昭和５７年度 (収)昭58. 1. 4
（社）環境アセ
スメントセン
ター

8466 1
南アルプス原生自然サンクチュア
リ設置調査

南アルプス自然環境保全構想策定事業昭和57年度
基礎調査概要

昭和５７年度 自然保護課

8467 1
自然公園法に基づく事業承認書
（冨士高鉢周廻線道路事業）

冨士箱根伊豆国立公園冨士高鉢周廻線道路事業執
行（承認）事項の変更承認申請について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.13
(決)昭59. 9.17
(施)昭59. 9.17

自然保護課

8468 1
自然公園法に基づく事業承認書
（伊豆半島周回線道路事業）

冨士箱根伊豆国立公園伊豆半島周回線道路（車
道）事業執行（承認）事項変更承認について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 8
(決)昭59.10. 9
(施)昭59.10. 9

自然保護課

8468 2
自然公園法に基づく事業承認書
（伊豆半島周回線道路事業）

冨士箱根伊豆国立公園伊豆半島周回線道路（車
道）事業執行（承認）事項変更承認申請について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.10
(決)昭59. 8.14
(施)昭59. 8.14

自然保護課

8469 1
自然公園法に基づく事業承認書
（堂ヶ島宿舎事業）

冨士箱根伊豆国立公園堂ヶ島宿舎事業執行認可事
項変更承認について

昭和５９年度
(起)昭59.10.23
(決)昭59.10.24
(施)昭59.10.24

自然保護課

8469 2
自然公園法に基づく事業承認書
（堂ヶ島宿舎事業）

冨士箱根伊豆国立公園堂ヶ島宿舎事業の執行認可
事項変更の承認申請について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.14
(決)昭59. 9.18
(施)昭59. 9.18

自然保護課

8470 1
自然公園法に基づく事業承認書
（湊宿舎事業）

冨士箱根伊豆国立公園湊宿舎事業執行認可事項変
更承認について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 6
(決)昭59.11. 7
(施)昭59.11. 7

自然保護課

8470 2
自然公園法に基づく事業承認書
（湊宿舎事業）

冨士箱根伊豆国立公園湊宿舎事業執行認可事項変
更の承認申請について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.10
(決)昭59. 8.13
(施)昭59. 8.13

自然保護課

8471 1
自然公園法に基づく事業承認書
（土肥宿舎事業）

冨士箱根伊豆国立公園土肥宿舎事業執行認可につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 5
(決)昭60. 1. 7
(施)昭60. 1. 7

自然保護課

8471 2
自然公園法に基づく事業承認書
（土肥宿舎事業）

冨士箱根伊豆国立公園土肥宿舎事業執行認可申請
について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.29
(決)昭59.10. 2
(施)昭59.10. 2

自然保護課
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8472 1 心身障害者相談センター綴（１）
県心身障害者相談センター運営委員会の開催につ
いて

昭和５９年度 (起)昭60. 1.23 児童課

8472 2 心身障害者相談センター綴（１）
復命書（心身障害者相談センター第１回運営委員
会）

昭和５９年度 (起)昭59. 8.24 児童課

8473 1 心身障害者相談センター綴（２）
心身障害者総合相談センター（仮称）の基本構想
について

昭和５７年度 児童課

8474 1 心身障害者相談センター綴（３）
心身障害者総合相談センター設置等の検討会につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.11.15
(決)昭57.11.15
(施)昭57.11.15

児童課

8475 1 心身障害者相談センター綴（４） 59年度各月の活動実績報告綴 昭和５９年度 児童課

8476 1 福祉エリア関係 復命書（福祉エリア打合せ会） 昭和５８年度 (起)昭58. 9.22 児童課

8476 2 福祉エリア関係 「福祉エリア」整備推進打合せ会 昭和５８年度 (起)昭58. 9. 3 児童課

8476 3 福祉エリア関係 「福祉エリア」整備計画について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.14 児童課

8476 4 福祉エリア関係 「福祉エリア」整備推進打合会 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 9 児童課

8476 5 福祉エリア関係 「福祉エリア」整備推進打合会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 4.16 児童課

8477 1
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

「福祉エリア」整備推進打合会 昭和５７年度 (起)昭58. 2.21 児童課

8477 2
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

「福祉エリア」整備施設所要面積調総括表 昭和５７年度 児童課

8477 3
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

「福祉エリア」整備に関する報告書 昭和５７年度 (起)昭57.11.22 児童課

8477 4
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

「福祉エリア」整備推進打合会 昭和５７年度 (起)昭57.11.18 児童課

8477 5
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

「福祉エリア」整備推進打合会 昭和５７年度 (起)昭57.10.15 児童課

8477 6
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

「福祉エリア」整備推進打合会 昭和５７年度 (起)昭57. 9. 2 児童課

8477 7
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

「福祉エリア」整備推進打合会 昭和５７年度 (起)昭57. 7.30 児童課

8477 8
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

「福祉エリア」整備推進打合会 昭和５７年度 (起)昭57. 6.10 児童課

8477 9
福祉エリア整備計画プロジェクト
綴

静岡市曲金「福祉エリア」整備案総括表 昭和５７年度 (起)昭57. 5.26 児童課

8478 1 特殊教育センター関係 特殊教育センターに関する資料 昭和５７年度 児童課

8479 1 児童福祉行政指導監査
昭和59年度厚生省児童家庭局監査に対する処理報
告について

昭和６０年度 (起)昭60. 6.11 障害福祉課
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8479 2 児童福祉行政指導監査 昭和59年度児童福祉行政指導監査の結果について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.26
厚生省児童家庭
局長

8479 3 児童福祉行政指導監査 復命書（厚生省児童家庭局監査の随行） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.25 障害福祉課

8480 1 児童相談所長会議 復命書（児童相談所長会議） 昭和５９年度 (起)昭59. 8.17 障害福祉課

8480 2 児童相談所長会議 昭和59年度事業概要（58年度実績） 昭和５９年度 西部民生事務所

8480 3 児童相談所長会議 復命書（児童相談所長会議） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.17 障害福祉課

8481 1 児童福祉審議会 復命書（指導福祉審議会委員について） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.27 障害福祉課

8481 2 児童福祉審議会 復命書（指導福祉審議会障害福祉専門委員会） 昭和５９年度 (起)昭59.11.15 障害福祉課

8482 1
特別児童扶養手当事務取扱交付金
改正通知及び申請書綴

昭和58年度特別児童扶養手当事務取扱交付金（県
分）交付申請について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.13
(決)昭58. 7.18
(施)昭58. 7.18

障害福祉課

8482 2
特別児童扶養手当事務取扱交付金
改正通知及び申請書綴

指導扶養手当及び特別児童扶養手当支給事務担当
者地区別打合会の開催について

昭和５７年度 (収)昭57. 4. 5
厚生省児童家庭
局長

8482 3
特別児童扶養手当事務取扱交付金
改正通知及び申請書綴

昭和57年度児童扶養手当事務取扱交付金及び特別
児童扶養手当事務取扱交付金の算定対象件数の報
告について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.19
(決)昭58. 1.19
(施)昭58. 1.19

障害福祉課

8483 1 特別児童扶養手当通知綴
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改
正について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 4
(決)昭60. 1. 7
(施)昭60. 1. 7

障害福祉課

8483 2 特別児童扶養手当通知綴
国庫及び県費支出金支払いに係る請求事務取扱い
の打合せについて

昭和５７年度 (収)昭57.10.21 会計課

8483 3 特別児童扶養手当通知綴
特別児童扶養手当及び福祉手当の支給に係る法律
施行令の一部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.24
(決)昭57. 6.28
(施)昭57. 6.28

障害福祉課

8484 1 特別児童扶養手当事務担当者会議
復命書（児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支
給事務について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.18 障害福祉課

8485 1 全国児童福祉主管課長会議 復命書（全国児童福祉主管課長会議） 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 1 障害福祉課

8486 1 苦情相談関係綴 歯科治療の質問について 昭和５５年度
(起)昭55.12.22
(決)昭55.12.26
(施)昭55.12.26

国民健康保険課

8486 2 苦情相談関係綴 苦情処理カード 昭和５５年度 (起)昭55. 5. 9 国民健康保険課

8487 1
救急医療施設運営事業補助金（休
日夜間急患センター運営事業）

昭和59年度救急医療施設運営費等（休日・夜間急
患センター運営事業）の交付確定について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 4
(決)昭60. 5.14
(施)昭60. 5.14

医務課

8488 1 土曜午後診療
医療施設における土曜日の診療時間について（照
会）

昭和５７年度
(起)昭58. 1.20
(決)昭58. 1.20

医務課

8489 1
救急医療・休日夜間急患センター
担当者会議等

初期救急医療体制の資料送付について 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 6
(決)昭59. 9. 8
(施)昭59. 9. 8

医務課
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8489 2
救急医療・休日夜間急患センター
担当者会議等

在宅当番医制現況調査について（依頼） 昭和５９年度
(起)昭59. 6.22
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.25

医務課

8489 3
救急医療・休日夜間急患センター
担当者会議等

休日・夜間急患センター運営事業担当者会議資料
について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.24
(施)昭59. 7.24

医務課

8489 4
救急医療・休日夜間急患センター
担当者会議等

休日・夜間急患センター運営事業担当者連絡会議
の開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.21
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.25

医務課

8489 5
救急医療・休日夜間急患センター
担当者会議等

救急医療担当者会議資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.17
(決)昭59. 7.17
(施)昭59. 7.17

医務課

8489 6
救急医療・休日夜間急患センター
担当者会議等

昭和59年度救急医療当担当者会議の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.19
(決)昭59. 6.21
(施)昭59. 6.21

医務課

8490 1 県立厚生保育専門学校に関する綴
インドネシア出張中の教育主事の業務報告につい
て

昭和６０年度 (起)昭60. 4.15 医務課

8490 2 県立厚生保育専門学校に関する綴
第66回保健婦国家試験、第63回助産婦国家試験及
び第67回看護婦国家試験結果について

昭和５９年度 (起)昭59. 4.25 医務課

8490 3 県立厚生保育専門学校に関する綴
看護学科学生・保健学科学生の保健所実習につい
て

昭和５９年度 (起)昭59. 4.12 医務課

8490 4 県立厚生保育専門学校に関する綴 保健学科の進路指導について（依頼） 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 7 医務課

8491 1 県立東部看護専門学校に関する綴 出張復命書 昭和５９年度 (起)昭59. 5.28 医務課

8491 2 県立東部看護専門学校に関する綴 昭和59年度在籍学生数等について 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 6 医務課

8491 3 県立東部看護専門学校に関する綴 県立東部看護学生実習控室について 昭和５７年度 (起)昭58. 1. 5 医務課

8492 1 原子力防災訓練実施要領
昭和59年度静岡県原子力防災訓練リハーサルの実
施について

昭和５９年度 (起)昭59.11. 7 医務課

8492 2 原子力防災訓練実施要領 定例部長会議報告事項 昭和５９年度 (起)昭59.11.19 医務課

8492 3 原子力防災訓練実施要領
原子力防災訓練における緊急時医療活動細部要領
の策定について

昭和５９年度 (起)昭59.11.15 医務課

8492 4 原子力防災訓練実施要領
復命書（昭和59年度静岡県原子力防災訓練参加機
関打合せ）

昭和５９年度 (起)昭59.11. 3 医務課

8492 5 原子力防災訓練実施要領
復命書（原子力防災訓練実施細部要領についての
検討会）

昭和５９年度 (起)昭59.10.16 医務課

8492 6 原子力防災訓練実施要領
復命書（原子力防災訓練実施要領（案）の検討打
合せ）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.28 医務課

8492 7 原子力防災訓練実施要領
復命書（原子力防災訓練実施要領（案）の検討打
合せ）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.28 医務課

8492 8 原子力防災訓練実施要領
静岡県原子力災害対策本部運営要領改正案の検討
結果について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.14
(決)昭59. 9.17
(施)昭59. 9.18

医務課

8492 9 原子力防災訓練実施要領 復命書（原子力防災訓練実施要領について） 昭和５９年度 (起)昭59. 9. 6 医務課
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8492 10 原子力防災訓練実施要領 復命書（昭和59年度県原子力防災訓練打合せ） 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 2 医務課

8492 11 原子力防災訓練実施要領 原発防災訓練打合せ 昭和５８年度 (起)昭59. 1.31 医務課

8493 1 過疎地域振興計画の策定 静岡県過疎地域振興計画の策定について 昭和５９年度
(起)昭59.11.27
(決)昭59.11.29
(施)昭59.11.29

医務課

8493 2 過疎地域振興計画の策定 市町村過疎地域振興計画（案）について 昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.20
(施)昭59.11.20

医務課

8493 3 過疎地域振興計画の策定
市町村過疎地域振興計画策定に係る指導・調整に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.10.25
(決)昭59.10.27
(施)昭59.10.27

医務課

8493 4 過疎地域振興計画の策定
へき地医療体制整備運営の補助事業費について
（回答）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.26
(決)昭59. 9.28
(施)昭59. 9.28

医務課

8493 5 過疎地域振興計画の策定 後期過疎地域振興計画の提出について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.20
(決)昭59. 9.25
(施)昭59. 9.25

医務課

8493 6 過疎地域振興計画の策定 後期過疎地域振興計画方針案について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.20
(決)昭59. 7.24
(施)昭59. 7.24

医務課

8493 7 過疎地域振興計画の策定 田村医院の建替えに係る国庫補助について 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 5 医務課

8493 8 過疎地域振興計画の策定 へき地中核病院の運営状況について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 7
(決)昭59. 7. 9
(施)昭59. 7. 9

医務課

8493 9 過疎地域振興計画の策定
後期過疎地域振興方針策定に係る項目別検討会に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 6.22 医務課

8494 1 救急医療協力申出機関照会綴 救急医療協力申出機関の告示について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 9
(決)昭60. 1. 9
(施)昭60. 1.16

医務課

8495 1 在院患者調査（実態把握） 昭和59年度精神衛生関係資料の報告について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.16
(決)昭59. 7.17
(施)昭59. 7.17

保健予防課

8495 2 在院患者調査（実態把握） 精神病院在院患者の実態把握について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.14
(決)昭59. 6.15
(施)昭59. 6.15

保健予防課

8496 1 公衆衛生関係行政事務指導監査綴 公衆衛生関係行政事務指導監査の結果について 昭和５９年度 保健予防課

8497 1
昭和59年度全国精神衛生主管課長
会議

全国精神衛生主管課長会議について 昭和５９年度 (起)昭59. 7.13 保健予防課

8498 1 狂犬病予防関係綴
昭和59年度第２回注射図票、昭和60年度犬鑑札及
び第１回注射済票の作成について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4. 7
(施)昭59. 4. 7

食品衛生課

8498 2 狂犬病予防関係綴
昭和58年度狂犬病予防業務手数料当歳入調につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 4.13
(決)昭59. 4.14
(施)昭59. 4.14

食品衛生課

8498 3 狂犬病予防関係綴
昭和58年度犬鑑札及び昭和58年度第２回注射済票
の生産報告について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.21
(決)昭59. 4.24
(施)昭59. 4.24

食品衛生課

8498 4 狂犬病予防関係綴 昭和59年度第１回注射済票の追加作成について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.15
(決)昭59. 5.16
(施)昭59. 5.16

食品衛生課

8498 5 狂犬病予防関係綴
昭和59年度第１回注射済票の追加作成（２回目）
について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.28
(決)昭59. 6.30
(施)昭59. 6.30

食品衛生課
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8498 6 狂犬病予防関係綴 昭和59年度第２回狂犬病予防注射の実施について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 6
(決)昭59. 8. 8
(施)昭59. 8. 8

食品衛生課

8498 7 狂犬病予防関係綴
昭和59年度第１回狂犬病予防注射済票の精算につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.24
(決)昭59. 8.24
(施)昭59. 8.24

食品衛生課

8498 8 狂犬病予防関係綴 狂犬病予防法改正方針について 昭和５９年度 (起)昭59. 8.31 食品衛生課

8498 9 狂犬病予防関係綴
昭和59年度第２回狂犬病予防注射の施行月日及び
区域の告示について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 8.29
(施)昭59. 9. 1

食品衛生課

8498 10 狂犬病予防関係綴 昭和59年度犬鑑札の追加作成について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.10. 1

食品衛生課

8498 11 狂犬病予防関係綴
昭和59年度狂犬病予防等技術研修会における研究
発表演題等について

昭和５９年度
(起)昭59.10.17
(決)昭59.10.18
(施)昭59.10.19

食品衛生課

8498 12 狂犬病予防関係綴
昭和59年度第１回狂犬病予防注射済票の精算報告
結果について

昭和５９年度
(起)昭59.10.17
(決)昭59.10.22
(施)昭59.10.22

食品衛生課

8498 13 狂犬病予防関係綴 動物保護管理関係県外視察研修について 昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.23
(施)昭59.10.23

食品衛生課

8498 14 狂犬病予防関係綴
昭和59年度狂犬病予防等技術研修会における研究
発表演題等について（報告）

昭和５９年度
(起)昭59.10.24
(決)昭59.10.25
(施)昭59.10.29

食品衛生課

8498 15 狂犬病予防関係綴 狂犬病予防等技術研修会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 5
(決)昭59.11. 8
(施)昭59.11. 9

食品衛生課

8498 16 狂犬病予防関係綴 昭和59年度犬鑑札の追加作製について 昭和５９年度
(起)昭59.11.14
(決)昭59.11.16
(施)昭59.11.16

食品衛生課

8498 17 狂犬病予防関係綴 昭和60年度第１回注射済票の作製について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.11
(決)昭60. 1.16
(施)昭60. 1.16

食品衛生課

8498 18 狂犬病予防関係綴 県外視察研修について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.29
(決)昭60. 1.30
(施)昭60. 1.30

食品衛生課

8498 19 狂犬病予防関係綴 昭和60年度狂犬病予防注射の実施について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.13
(決)昭60. 2.16
(施)昭60. 2.16

食品衛生課

8498 20 狂犬病予防関係綴 復命書（狂犬病特別委員会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 9 食品衛生課

8498 21 狂犬病予防関係綴 昭和60年度狂犬病予防注射の広報について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.15
(決)昭60. 2.16
(施)昭60. 2.16

食品衛生課

8498 22 狂犬病予防関係綴
昭和59年度狂犬病予防業務実績報告と犬鑑札及び
第２回注射済票の精算報告について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.13
(決)昭60. 2.16
(施)昭60. 2.18

食品衛生課

8498 23 狂犬病予防関係綴
昭和59年度狂犬病予防関係業務手数料等歳入調に
ついて

昭和５９年度
(起)昭60. 2.18
(決)昭60. 2.21
(施)昭60. 2.21

食品衛生課

8498 24 狂犬病予防関係綴
注射済票交付事務委託及びへい獣処理場等に関す
る法律施行条例等の運用説明会の開催について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.22
(決)昭60. 2.25
(施)昭60. 2.25

食品衛生課

8498 25 狂犬病予防関係綴
復命書（狂犬病予防注射事務関係及びへい獣処理
場等に関する法律施行条例等の運用説明会）

昭和５９年度 (起)昭60. 3. 1 食品衛生課

8498 26 狂犬病予防関係綴 昭和60年度狂犬病予防注射の対応について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.16

食品衛生課
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8498 27 狂犬病予防関係綴
昭和60年度狂犬病予防注射の施行月日及び区域の
告示について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 8
(決)昭60. 3. 9
(施)昭60. 3. 9

食品衛生課

8498 28 狂犬病予防関係綴
昭和60年度狂犬病予防注射済票の受領報告につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 3.20
(決)昭60. 3.22
(施)昭60. 3.23

食品衛生課

8499 1 全国犬関係事業所長会議 全国犬関係事業所長会議の議題について 昭和５７年度 (収)昭57. 5.17 ドックセンター

8499 2 全国犬関係事業所長会議
昭和57年度全国犬関係事業所長会議の提出資料に
ついて

昭和５７年度 (収)昭57. 4.23 ドックセンター

8499 3 全国犬関係事業所長会議 全国犬関係事業所長会議について 昭和５５年度 (起)昭55. 6.17 食品衛生課

8500 1 動物愛護対策事業 復命書（動物愛護対策事業検討会） 昭和５９年度 (起)昭59. 4. 2 食品衛生課

8500 2 動物愛護対策事業 子犬の料金徴収根拠について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 8
(決)昭59. 5.12
(施)昭59. 5.12

食品衛生課

8500 3 動物愛護対策事業 子犬の里親さがしの会の広報について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 6
(決)昭59. 7. 7

食品衛生課

8500 4 動物愛護対策事業
子犬の里親さがしの会のお知らせ申込用往復はが
き及び避妊手術券について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 7
(決)昭59. 7.11
(施)昭59. 7.16

食品衛生課

8500 5 動物愛護対策事業 子犬の里親さがしの会実施要領について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.16
(決)昭59. 7.17
(施)昭59. 8. 1

食品衛生課

8500 6 動物愛護対策事業 市町広報誌掲載依頼について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.16
(決)昭59. 7.17
(施)昭59. 7.17

食品衛生課

8500 7 動物愛護対策事業 子犬の里親さがしの会について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.19
(決)昭59. 7.23
(施)昭59. 7.23

食品衛生課

8500 8 動物愛護対策事業 畜犬指導班主幹会議の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.10
(決)昭59. 7.11
(施)昭59. 7.11

食品衛生課

8500 9 動物愛護対策事業 広報資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

食品衛生課

8500 10 動物愛護対策事業 畜犬指導班主幹会議資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.25

食品衛生課

8500 11 動物愛護対策事業 広報資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 3
(決)昭59. 8. 6
(施)昭59. 8. 6

食品衛生課

8500 12 動物愛護対策事業 動物愛護対策事業に対する協力依頼について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 4
(決)昭59. 8. 8
(施)昭59. 8. 9

食品衛生課

8500 13 動物愛護対策事業 動物愛護対策事業に対する協力依頼について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8. 8
(施)昭59. 8. 9

食品衛生課

8500 14 動物愛護対策事業 畜犬指導班主幹会議の発言要旨について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 3
(決)昭59. 8. 6

食品衛生課

8500 15 動物愛護対策事業
畜犬対策事業及び動物愛護対策事業に関する打合
せ会の開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 8
(決)昭59. 8. 9
(施)昭59. 8.10

食品衛生課

8500 16 動物愛護対策事業 動物愛護対策事業に対する協力について 昭和５９年度 (収)昭59. 8.10 静岡県獣医師会
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8500 17 動物愛護対策事業 子犬の里親さがしの会の名称変更について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.16
(決)昭59. 8.17
(施)昭59. 8.17

食品衛生課

8500 18 動物愛護対策事業 「子犬の里親さがしの会」の名称変更について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.17

食品衛生課

8500 19 動物愛護対策事業 犬対策事業の打合せ会議資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.16

食品衛生課

8500 20 動物愛護対策事業 子犬をゆずる会のチラシについて 昭和５９年度
(起)昭59. 8.16
(決)昭59. 8.17
(施)昭59. 8.17

食品衛生課

8500 21 動物愛護対策事業
動物愛護対策事業に係る避妊手術券に課印の使用
について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 8.29

食品衛生課

8500 22 動物愛護対策事業 復命書（子犬をゆずる会） 昭和５９年度 (起)昭59. 9. 3 食品衛生課

8500 23 動物愛護対策事業 動物愛護対策事業の広報について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.11
(決)昭59. 9.13
(施)昭59. 9.14

食品衛生課

8500 24 動物愛護対策事業 子犬をゆずる会のチラシについて 昭和５９年度
(起)昭59. 9.13
(決)昭59. 9.20

食品衛生課

8500 25 動物愛護対策事業 動物愛護対策事業における広報依頼について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 4

食品衛生課

8500 26 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」のチラシの作成及び配布につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 3

食品衛生課

8500 27 動物愛護対策事業 「子犬をゆずる会」の広報について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 8
(決)昭59.10.12
(施)昭59.10.12

食品衛生課

8500 28 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」における譲渡犬の飼育者名簿
について

昭和５９年度
(起)昭59.10.11
(決)昭59.10.15
(施)昭59.10.16

食品衛生課

8500 29 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」における譲渡犬の飼養管理指
導並びに子犬の引取について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 8
(決)昭59.10.12
(施)昭59.10.16

食品衛生課

8500 30 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」のチラシ及び申込用紙の配布
について

昭和５９年度
(起)昭59.10.20
(決)昭59.10.23
(施)昭59.10.24

食品衛生課

8500 31 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」のチラシの作成及び配布につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.11.26
(決)昭59.11.30
(施)昭59.12. 3

食品衛生課

8500 32 動物愛護対策事業 動物愛護対策事業における広報依頼について 昭和５９年度
(起)昭59.12. 3
(決)昭59.12. 5
(施)昭59.12. 5

食品衛生課

8500 33 動物愛護対策事業 「子犬をゆずる会」のチラシ作成について 昭和５９年度
(起)昭59.12. 7
(決)昭59.12.10

食品衛生課

8500 34 動物愛護対策事業 「子犬をゆずる会」の広報について 昭和５９年度
(起)昭59.12.20
(決)昭59.12.21

食品衛生課

8500 35 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」の譲渡犬の飼養管理指導並び
に飼養者名簿について

昭和５９年度
(起)昭59.12.21
(決)昭59.12.22
(施)昭59.12.24

食品衛生課

8500 36 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」のチラシ及び申込用紙の配布
について

昭和５９年度
(起)昭59.12.22
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.24

食品衛生課

8500 37 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」において避妊手術を実施した
獣医師に対する報奨金の額について

昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.27
(施)昭59.12.27

食品衛生課

663 ページ



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

8500 38 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」のチラシ及び申込用紙の配布
について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.22
(決)昭60. 1.22
(施)昭60. 1.22

食品衛生課

8500 39 動物愛護対策事業 「子犬をゆずる会」の広報依頼について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1. 9
(施)昭60. 1. 9

食品衛生課

8500 40 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」の作業分担及び進行表につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 1.18
(決)昭60. 1.19
(施)昭60. 1.21

食品衛生課

8500 41 動物愛護対策事業 「子犬をゆずる会」の広報依頼について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 2
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 6

食品衛生課

8500 42 動物愛護対策事業
「子犬をゆずる会」のチラシ及び申込用紙の配布
について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.14
(施)昭60. 2.18

食品衛生課

8500 43 動物愛護対策事業 譲渡犬の追跡調査について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.20
(施)昭60. 2.21

食品衛生課

8500 44 動物愛護対策事業 「子犬をゆずる会」の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 2.28

食品衛生課

8500 45 動物愛護対策事業 動物愛護施設の竣工式について 昭和６２年度
(起)昭62. 4.13
(決)昭62. 4.23

食品衛生課

8501 1 畜犬指導班関係 畜犬指導班主幹会議の資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.26
(決)昭59. 4.27

食品衛生課

8501 2 畜犬指導班関係
昭和59年度畜犬指導班主幹会議の発言要旨につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(決)昭59. 5. 8

食品衛生課

8501 3 畜犬指導班関係
昭和59年度第１回畜犬指導班運用打合せ会におけ
る事務連絡事項について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(決)昭59. 5. 9

食品衛生課

8501 4 畜犬指導班関係 復命書（畜犬指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.18 食品衛生課

8501 5 畜犬指導班関係
復命書（昭和59年度第１回畜犬指導班運用打合せ
会）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.15 食品衛生課

8501 6 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第４指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.15 食品衛生課

8501 7 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第３指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.22 食品衛生課

8501 8 畜犬指導班関係 畜犬指導班研修会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 7
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5.10

食品衛生課

8501 9 畜犬指導班関係 畜犬指導班運用打合せ会の出席者について 昭和５９年度
(起)昭59. 5. 8
(決)昭59. 5.10

食品衛生課

8501 10 畜犬指導班関係 東部地区における犬集中取締りについて 昭和５９年度
(起)昭59. 5.31
(決)昭59. 6. 5
(施)昭59. 6. 5

食品衛生課

8501 11 畜犬指導班関係 畜犬指導員研修会の資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.19
(決)昭59. 6.21

食品衛生課

8501 12 畜犬指導班関係 昭和59年度畜犬指導員研修会の発言要旨について 昭和５９年度
(起)昭59. 6.23
(決)昭59. 6.28

食品衛生課

8501 13 畜犬指導班関係
昭和59年度第２回畜犬指導班運用打合せ会の出席
者及び事務連絡事項について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.29
(施)昭59. 8.29

食品衛生課
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8501 14 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第１指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭59. 9. 6 食品衛生課

8501 15 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第５指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭59. 9.10 食品衛生課

8501 16 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第３指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭59. 9.17 食品衛生課

8501 17 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第４指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭59. 9.13 食品衛生課

8501 18 畜犬指導班関係
昭和59年度第３回畜犬指導班運用打合せ会の出席
者及び事務連絡事項について

昭和５９年度 (起)昭59.12.28 食品衛生課

8501 19 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第５指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.11 食品衛生課

8501 20 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第３指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.11 食品衛生課

8501 21 畜犬指導班関係 復命書（畜犬第２指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.11 食品衛生課

8501 22 畜犬指導班関係 復命書（畜犬指導班運用打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.26 食品衛生課

8502 1 県政懇談会 県政懇談会の件（医療・保健団体） 昭和５９年度 環境衛生課

8502 2 県政懇談会 県政懇談会発言要旨 昭和５９年度 (起)昭59. 8.13 環境衛生課

8503 1 行財政改革・許認可関係
「知事の権限の一部を保健所法にもとづく政令市
保健所長が補助執行する事務取扱要綱」の一部改
正について

昭和５９年度
(起)昭59.12.19
(決)昭59.12.25
(施)昭59.12.25

環境衛生課

8503 2 行財政改革・許認可関係
静岡県事務決済規程及び静岡県事務処理規程の改
正について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.18
(決)昭60. 3.19

環境衛生課

8503 3 行財政改革・許認可関係
国、地方を通ずる許認可権限等に関する調査につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 2.25
(決)昭60. 2.25

環境衛生課

8503 4 行財政改革・許認可関係 行政改革推進の検討作業について 昭和５９年度 (起)昭59. 8. 9 環境衛生課

8503 5 行財政改革・許認可関係 機関委任事務の類型分類調査について 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 2 環境衛生課

8503 6 行財政改革・許認可関係 物統令関係（入浴料金）の財源措置調べ 昭和５９年度 (起)昭59. 5.22 環境衛生課

8503 7 行財政改革・許認可関係
法必置機関及び国が定める職員配置基準の直し結
果について（提出）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.19 環境衛生課

8504 1
昭和57年度産学共同研究開発
No.１

静岡県産学共同研究開発小委員会の開催について
（通知）

昭和５７年度
(起)昭57. 7.30
(決)昭57. 7.31
(施)昭57. 7.31

工業課

8504 2
昭和57年度産学共同研究開発
No.１

静岡県産学共同研究開発小委員会専門部会の開催
について（通知）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.21
(決)昭57. 8.25
(施)昭57. 8.25

工業課
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8504 3
昭和57年度産学共同研究開発
No.１

静岡県産学共同研究開発小委員会の開催について
（通知）

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 9
(決)昭57. 9.14
(施)昭57. 9.14

工業課

8504 4
昭和57年度産学共同研究開発
No.１

昭和57年度産学共同研究開発課題について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.10
(決)昭57. 9.16
(施)昭57. 9.16

工業課

8504 5
昭和57年度産学共同研究開発
No.１

静岡県産学共同研究開発小委員会専門部会委員の
交替について

昭和５７年度 (起)昭57. 9. 1 工業課

8504 6
昭和57年度産学共同研究開発
No.１

工場視察について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.17 工業課

8505 1
昭和57年度産学共同研究開発
No.２

昭和57年度静岡県産学共同研究開発公募課題につ
いて研究開発者の募集（案内）

昭和５７年度
(起)昭57. 8.18
(決)昭57. 8.20
(施)昭57. 8.20

工業課

8505 2
昭和57年度産学共同研究開発
No.２

昭和57年度静岡県産学共同研究開発委託事業の審
査結果について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 6
(決)昭57.10. 7
(施)昭57.10.12

工業課

8505 3
昭和57年度産学共同研究開発
No.２

昭和57年度静岡県産学共同研究開発委託事業に係
る委託者に対する説明会の開催について

昭和５７年度
(起)昭57.10.21
(決)昭57.10.22
(施)昭57.10.22

工業課

8505 4
昭和57年度産学共同研究開発
No.２

静岡県産学共同研究開発委託事業の委託契約につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.10.15
(決)昭57.10.21
(施)昭57.10.21

工業課

8505 5
昭和57年度産学共同研究開発
No.２

支出負担行為実施計画について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.29
(決)昭57. 9.30
(施)昭57. 9.30

工業課

8506 1
昭和57年度産学共同研究開発
No.３

委託資料参考資料集 昭和５７年度 工業課

8507 1
昭和57年度産学共同研究開発
No.４

産学共同研究開発関係資料（委員会等関係） 昭和５７年度 工業課

8508 1
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

支出負担行為実施計画の変更について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.20
(決)昭58. 8.29

工業課

8508 2
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

支出負担行為実施計画について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.16
(決)昭58. 6.20

工業課

8508 3
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

産学共同研究開発事業に係る委託先及び委託費の
決定について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.29
(決)昭58. 6.30

工業課

8508 4
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

昭和58年度静岡県産学共同研究開発委託事業の審
査結果について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.23
(決)昭58. 6.23

工業課

8508 5
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

昭和58年度静岡県産学共同研究開発小委員会委員
の派遣依頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 6
(決)昭58. 6. 6

工業課

8508 6
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

産学共同研究開発小委員会専門部会の開催結果に
ついて

昭和５８年度 (起)昭58. 5.26 工業課

8508 7
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

昭和58年度静岡県産学共同研究開発小委員会開催
通知案について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.16
(決)昭58. 5.23

工業課

8508 8
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

静岡県産学共同研究開発小委員会専門部会の開催
について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.12
(決)昭58. 5.17
(施)昭58. 5.17

工業課

8508 9
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

昭和58年度静岡県産学共同研究開発課題の研究開
発者募集について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.23
(決)昭58. 4.23
(施)昭58. 4.25

工業課

8508 10
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

昭和58年度静岡県産学共同研究開発事業の研究課
題候補について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 4.22
(施)昭58. 4.22

工業課
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8508 11
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

昭和58年度産学共同研究開発小委員会開催通知 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 2
(決)昭58. 4. 5
(施)昭58. 4. 6

工業課

8508 12
昭和58年度産学共同研究開発
No.１

供覧（58年度産学共同研究開発事業開発テーマ候
補）

昭和５８年度
(起)昭58. 3.28
(決)昭58. 3.31
(施)昭58. 4. 1

工業課

8509 1
昭和58年度産学共同研究開発
No.２

昭和58年度静岡県産学共同研究開発委託事業に係
る委託者に対する説明会の開催について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.29
(決)昭58. 8.30
(施)昭58. 8.30

工業課

8509 2
昭和58年度産学共同研究開発
No.２

昭和58年度静岡県産学共同研究開発事業の変更に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 8.29
(決)昭58. 8.30
(施)昭58. 8.30

工業課

8509 3
昭和58年度産学共同研究開発
No.２

「遠隔操縦飛翔ロボット」について 昭和５８年度 (起)昭58. 8. 5 工業課

8510 1 技術交流プラザ（東部地域） 昭和59年度総会ご来臨のお願い 昭和５９年度 (起)昭59. 4.10 工業課

8510 2 技術交流プラザ（東部地域） ３月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭59. 2.28 工業課

8510 3 技術交流プラザ（東部地域） １月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58.12.24 工業課

8510 4 技術交流プラザ（東部地域）
東部地域技術交流プラザ会誌巻頭部長「あいさつ
分」について

昭和５８年度
(起)昭58.11.29
(決)昭58.12. 2
(施)昭58.12. 5

工業課

8510 5 技術交流プラザ（東部地域） 12月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58.11.14 工業課

8510 6 技術交流プラザ（東部地域） 11月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58.10.12 工業課

8510 7 技術交流プラザ（東部地域） 復命書（群馬県技術交流研究会合同研究会） 昭和５８年度 (起)昭58.10. 7 工業課

8510 8 技術交流プラザ（東部地域） 10月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58. 9.11 工業課

8510 9 技術交流プラザ（東部地域） ９月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58. 8.19 工業課

8510 10 技術交流プラザ（東部地域） ８月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58. 7.18 工業課

8510 11 技術交流プラザ（東部地域） ７月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58. 6.16 工業課

8510 12 技術交流プラザ（東部地域） ６月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 1 工業課

8510 13 技術交流プラザ（東部地域） ５月例会のご案内 昭和５８年度 (起)昭58. 4.25 工業課

8511 1 技術交流プラザ（中部地域） 幹事会開催のご案内 昭和５８年度 (起)昭59. 3.20 工業課

8511 2 技術交流プラザ（中部地域） 中部・技術交流プラザ３月例会 昭和５８年度 (起)昭59. 2.27 工業課

8511 3 技術交流プラザ（中部地域） プラザ・１月例会 昭和５８年度 (起)昭59. 1.14 工業課
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8511 4 技術交流プラザ（中部地域） 12月例会 昭和５８年度 (起)昭58.11.14 工業課

8511 5 技術交流プラザ（中部地域） 10月例会 昭和５８年度 (起)昭58.10.12 工業課

8511 6 技術交流プラザ（中部地域） ９月例会 昭和５８年度 (起)昭58. 9.12 工業課

8511 7 技術交流プラザ（中部地域） ８月例会 昭和５８年度 (起)昭58. 8.10 工業課

8511 8 技術交流プラザ（中部地域） ７月例会 昭和５８年度 (起)昭58. 7. 7 工業課

8511 9 技術交流プラザ（中部地域） ５月例会 昭和５８年度 (起)昭58. 4.30 工業課

8511 10 技術交流プラザ（中部地域）
昭和58年度静岡県中部地域技術交流プラザ総会の
ご案内とご祝辞御願い

昭和５８年度 (起)昭58. 4. 6 工業課

8511 11 技術交流プラザ（中部地域） 催しご案内（４月） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.25 工業課

8512 1 技術交流プラザ（西部地域） 昭和59年度通常総会開催についてご来臨のお願い 昭和５９年度 (起)昭59. 5. 1 工業課

8512 2 技術交流プラザ（西部地域） 定例会開催について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.20 工業課

8512 3 技術交流プラザ（西部地域）
産学交流パネルデイスカッション並びに懇親パー
ティご出席のお願いについて

昭和５８年度 (起)昭58.12. 7 工業課

8512 4 技術交流プラザ（西部地域） 復命書（長岡テクノポリス開発等視察） 昭和５８年度 (起)昭58.11.14 工業課

8512 5 技術交流プラザ（西部地域） 県外交流会ご参加のお願いについて 昭和５８年度 (起)昭58.10.18 工業課

8512 6 技術交流プラザ（西部地域） 講演会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.29 工業課

8512 7 技術交流プラザ（西部地域） 県外交流会開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 9.12 工業課

8512 8 技術交流プラザ（西部地域） 定例会開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 7.22 工業課

8512 9 技術交流プラザ（西部地域） 工場見学等の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 6.27 工業課

8512 10 技術交流プラザ（西部地域） ６月プラザの開催等について 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 6 工業課

8512 11 技術交流プラザ（西部地域） 情報部会の開催について 昭和５８年度 (起)昭58. 4.14 工業課

8512 12 技術交流プラザ（西部地域） 昭和58年度総会のご来臨のお願いについて 昭和５７年度 (起)昭58. 3.18 工業課

8513 1
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳48試第1969号処分年月日（昭和57年３
月29日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課
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8513 2
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳53東通出試第717号処分年月日（昭和
57年３月29日）

昭和５４年度
(起)昭54.10.14
(決)昭54.10.15
(施)昭54.11. 6

工業課

8513 3
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳35東鉱試第3793号処分年月日（昭和57
年３月29日）

昭和５３年度
(起)昭53. 9.29
(決)昭53.10. 2
(施)昭53.10. 4

工業課

8513 4
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳51東通出試第800号処分年月日（昭和
57年３月24日）

昭和５５年度 工業課

8513 5
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳52東通出試第118号処分年月日（昭和
57年３月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.16
(施)昭56.12.16

工業課

8513 6
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳52東通出試第119号処分年月日（昭和
57年３月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.16
(施)昭56.12.16

工業課

8513 7
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳48東通出試第1002号処分年月日（昭和
57年３月23日）

昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.16
(施)昭56.12.16

工業課

8513 8
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳47東通出試第594号処分年月日（昭和
57年３月17日）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.31
(決)昭56. 9. 1
(施)昭56. 9. 2

工業課

8513 9
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳46東通出試第437号処分年月日（昭和
57年３月20日）

昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.16
(施)昭56.12.16

工業課

8513 10
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳43東通出試第125号処分年月日（昭和
56年12月４日）

昭和５３年度
(起)昭53. 6.16
(決)昭53. 6.17
(施)昭53. 6.19

工業課

8513 11
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳48東通出試第1158号処分年月日（昭和
56年11月27日）

昭和５０年度
(起)昭51. 2. 6
(決)昭51. 2.13
(施)昭51. 2.18

工業課

8513 12
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳51東通出試第1179号処分年月日（昭和
56年11月４日）

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 6
(決)昭56. 8. 8
(施)昭56. 8.10

工業課

8513 13
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳50東通出採第82号処分年月日（昭和56
年10月16日）

昭和５１年度
(起)昭51. 6.15
(決)昭51. 6.22
(施)昭51. 6.22

工業課

8513 14
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳42東通出試第1268号処分年月日（昭和
56年10月13日）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 3
(決)昭53. 6. 5
(施)昭53. 6. 6

工業課

8513 15
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳49東通出試第42612号処分年月日（昭
和56年７月７日）

昭和５４年度
(起)昭54. 3.26
(決)昭54. 3.27
(施)昭54.11. 6

工業課

8513 16
鉱業権台帳（昭和56年度中処理
済）

鉱業権台帳４７東通出試第583号処分年月日（昭
和56年７月７日）

昭和５３年度
(起)昭53. 6. 2
(決)昭53. 6. 3
(施)昭53. 6. 6

工業課

8514 1
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳40東鉱試第1342号処分年月日（昭和58
年３月17日）

昭和４７年度 (起)昭47.12. 7 工業課

8514 2
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳40東鉱試第1345号処分年月日（昭和58
年３月17日）

昭和４８年度
(起)昭48. 7.25
(決)昭48. 7.30
(施)昭48. 7.30

工業課

8514 3
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳40東鉱試第1346号処分年月日（昭和58
年３月17日）

昭和４２年度
(起)昭42.12. 1
(決)昭42.12. 8
(施)昭42.12. 8

工業課

8514 4
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳40東鉱試第1348号処分年月日（昭和58
年３月17日）

昭和４７年度 (起)昭48. 2.26 工業課

8514 5
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳40東鉱試第1349号処分年月日（昭和58
年３月17日）

昭和４７年度 (起)昭48. 2.26 工業課

8514 6
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳40東鉱試第1349号処分年月日（昭和58
年３月17日）

昭和４２年度
(起)昭42.12. 1
(決)昭42.12. 8
(施)昭42.12. 8

工業課
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8514 7
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳40東鉱試第1356号処分年月日（昭和58
年３月17日）

昭和４７年度
(起)昭48. 2.23
(決)昭48. 2.24
(施)昭48. 2.26

工業課

8514 8
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳46東通出試第917号処分年月日（昭和
58年３月18日）

昭和５０年度
(起)昭50. 3.25
(決)昭50. 4. 8
(施)昭50. 4. 8

工業課

8514 9
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳46試第680号処分年月日（昭和58年２
月28日）

昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.16
(施)昭56.12.16

工業課

8514 10
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第221号処分年月日（昭和
58年２月28日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 11
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳53東通出試第342号処分年月日（昭和
58年１月28日）

昭和５４年度
(起)昭54.10.15
(決)昭54.10.16
(施)昭54.11. 6

工業課

8514 12
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳43東通出試第2482号処分年月日（昭和
58年１月17日）

昭和５５年度
(起)昭55. 9. 2
(決)昭55. 9. 3
(施)昭55. 9. 3

工業課

8514 13
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳53東通出試第272号処分年月日（昭和
58年１月10日）

昭和５４年度
(起)昭54.10.14
(決)昭54.10.15
(施)昭54.11.26

工業課

8514 14
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳53東通出試第272号処分年月日（昭和
57年12月15日）

昭和５５年度
(起)昭55. 5.29
(決)昭55. 6. 3
(施)昭55. 6. 3

工業課

8514 15
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第218号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 16
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳49東通出試第41829号処分年月日（昭
和57年11月24日）

昭和５７年度 (起)昭57.10. 9 工業課

8514 17
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳39東通出試第2289号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度 (起)昭56.12.16 工業課

8514 18
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳48東通出試第1150号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 6
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 19
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳49東通出試第42316号処分年月日（昭
和57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 20
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳51東通出試第780号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 8
(決)昭56. 8. 8
(施)昭56. 8.10

工業課

8514 21
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳52東通出試第602号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５４年度
(起)昭55. 3.25
(決)昭55. 3.25
(施)昭55. 3.27

工業課

8514 22
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第219号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 23
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第220号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 24
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第222号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 25
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第223号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 26
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第224号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 27
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第225号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課
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8514 28
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第226号処分年月日（昭和
57年11月24日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 29
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳48東通出試第1025号処分年月日（昭和
57年９月２日）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 4
(施)昭55.12. 5

工業課

8514 30
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳49東通出試第41689号処分年月日（昭
和57年９月２日）

昭和５５年度
(起)昭55.12. 3
(決)昭55.12. 4
(施)昭55.12. 5

工業課

8514 31
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳49東通出試第41864・41865号処分年月
日（昭和57年８月30日）

昭和５２年度
(起)昭52. 9. 8
(決)昭52. 9.10
(施)昭52. 9.12

工業課

8514 32
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳52東通出試第533号処分年月日（昭和
57年８月19日）

昭和５６年度
(起)昭56. 8. 6
(決)昭56. 8. 8
(施)昭56. 8.10

工業課

8514 33
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳54東通出試第316号処分年月日（昭和
57年７月28日）

昭和５５年度
(起)昭55.11.13
(決)昭55.11.14
(施)昭55.11.14

工業課

8514 34
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳55東通出試第45号処分年月日（昭和57
年５月27日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 2
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 3

工業課

8514 35
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳51東通出試第1159号処分年月日（昭和
57年５月27日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 36
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳51東通出試第38号処分年月日（昭和57
年５月27日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 37
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳45東通出試第1805号処分年月日（昭和
57年５月27日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 38
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳45東通出試第919号処分年月日（昭和
57年５月14日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 39
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳46東通出試第918号処分年月日（昭和
57年５月14日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 40
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳45東通出試第870号処分年月日（昭和
57年５月14日）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.31
(決)昭56. 9. 1
(施)昭56. 9. 2

工業課

8514 41
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳46東通出試第921号処分年月日（昭和
57年５月14日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 42
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳46東通出試第929号処分年月日（昭和
57年５月14日）

昭和５６年度
(起)昭56.10. 6
(決)昭56.10. 7
(施)昭56.10. 7

工業課

8514 43
鉱業権台帳（昭和57年度中処理
済）

鉱業権台帳51東通出試第1264号処分年月日（昭和
57年５月14日）

昭和５６年度
(起)昭56.12. 7
(決)昭56.12. 9
(施)昭56.12. 9

工業課

8515 1
農村地域農政総合推進事業成果報
告書

昭和59年度地域農政推進対策事業実施状況の概要
の報告について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.21
(決)昭60. 6.26
(施)昭60. 6.26

農政課

8516 1 施設管理状況 集会施設利用実績 昭和６０年度

8517 1 新農業構造改善推進事業実績
農村地域農業構造改善事業構造改善推進実績報告
書（一般型）　静岡県湖西市北部地域

昭和６０年度

8517 2 新農業構造改善推進事業実績
農村地域農業構造改善事業構造改善推進実績報告
書（一般型）　静岡県駿東郡長泉町北部地域

昭和６０年度

8517 3 新農業構造改善推進事業実績
農村地域農業構造改善事業構造改善推進実績書　
静岡県周智郡森町一宮地区

昭和６０年度
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8517 4 新農業構造改善推進事業実績
農村地域農業構造改善事業構造改善推進実績書　
静岡県引佐郡引佐町南部地区

昭和６０年度

8517 5 新農業構造改善推進事業実績
農村地域農業構造改善事業構造改善推進実績報告
書（一般型）　静岡県賀茂郡東伊豆町東伊豆地区

昭和６０年度

8517 6 新農業構造改善推進事業実績
農村地域農業構造改善事業構造改善推進実績報告
書（一般型）　静岡県榛原郡中川根町中川根地区

昭和６０年度

8517 7 新農業構造改善推進事業実績
地区再編農業構造改善事業推進実績報告書　静岡
県浜松市三方原開拓南部地区

昭和６０年度

8517 8 新農業構造改善推進事業実績
地区再編農業構造改善事業構造改善推進実績報告
書　静岡県引佐郡三ヶ日町只木地区

昭和６０年度

8517 9 新農業構造改善推進事業実績
地区再編農業構造改善事業構造改善推進実施実績
書　静岡県沼津市浮島東部地区

昭和６０年度

8517 10 新農業構造改善推進事業実績
地区再編農業構造改善事業構造改善推進実施実績
書　静岡県掛川市上内田地内

昭和６０年度

8517 11 新農業構造改善推進事業実績
地区再編農業構造改善事業構造改善推進実績書　
静岡県榛原郡中川根町地名地区

昭和６０年度

8517 12 新農業構造改善推進事業実績
地区再編農業構造改善事業構造改善推進実績書　
静岡県志太郡岡部町羽佐間、殿地区

昭和６０年度

8517 13 新農業構造改善推進事業実績
地区再編農業構造改善事業構造改善推進実績書　
静岡県引佐郡細江町伊目地区

昭和６０年度

8517 14 新農業構造改善推進事業実績
農村地域農業構造改善事業構造改善推進実施実績
書（一般型）　静岡県袋井市袋井北部地区

昭和６０年度

8517 15 新農業構造改善推進事業実績
農村地域農業構造改善事業構造改善推進実施実績
書（地域利用型）　静岡県田方郡戸田村戸田地区

昭和６０年度

8518 1 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業（地域農産物開発等推進
事業）実績報告書について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.10
伊豆農林事務所
長

8518 2 農業振興事業実績綴
昭和59年度県単独農業振興事業費補助金（農業活
性化対策事業）について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.13
東部農林事務所
長

8518 3 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（地域農産物開
発等推進事業分）の交付確定について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.30 富士農林事務所

8518 4 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業実績報告書（地域農産物
開発等推進事業分）について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.31
中部農林事務所
長

8518 5 農業振興事業実績綴
県単独農業振興事業費補助金（地域農産物開発等
推進事業分）の実績報告について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.30
志太榛原農林事
務所長

8518 6 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（地域農産物開
発等推進事業）の交付確定について

昭和５９年度 (収)昭60. 3. 2
中遠農林事務所
長

8518 7 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（地域農産物開
発等推進事業）の交付確定について

昭和５９年度 (収)昭59.12. 3
中遠農林事務所
長

8518 8 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（地域農産物開
発等推進事業）の交付確定について

昭和６０年度 (収)昭60. 6.11
中遠農林事務所
長

8518 9 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興費補助金（農業活性化対策事
業分）について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.27
東部農林事務所
長
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8518 10 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（新農業構造改
善事業分、第３期山村振興農林漁業対策事業分）
について

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 8
東部農林事務所
長

8518 11 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興費補助金（農業活性化対策事
業分）について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.27
東部農林事務所
長

8518 12 農業振興事業実績綴 昭和59年度農業活性化対策事業について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.13
西部農林事務所
農業振興課

8518 13 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（第３期山村振
興農林漁業対策分）の交付確定について

昭和６０年度 (収)昭60. 7.10
北遠農林事務所
長

8518 14 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（農業活性化対
策事業）の交付決定及び概算払いの承認について

昭和５９年度 (収)昭59.11.19
東部農林事務所
長

8518 15 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業活性化対策事業の補助金交付指令
前着工届の提出について

昭和５９年度 (収)昭59.12. 6
東部農林事務所
長

8518 16 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（農業活性化対
策事業）の交付決定及び概算払いの承認について

昭和５９年度 (収)昭59.12.19
東部農林事務所
長

8518 17 農業振興事業実績綴 昭和59年度農業活性化対策事業完成報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 3
東部農林事務所
長

8518 18 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業活性化対策事業進捗状況報告につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59.11. 7
東部農林事務所
長

8518 19 農業振興事業実績綴
昭和59年度農業振興事業費補助金（新農業構造改
善事業分）の交付決定及び概算払いの変更承認に
ついて

昭和５９年度 (収)昭60. 2.28
東部農林事務所
長

8519 1 推進事業費実績綴
昭和60年度都道府県推進協議会等農業構造改善推
進事業の実施状況報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.31
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 5.31

農政課

8520 1 地域農産物開発等推進事業
県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）支出負担行為実施計画について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 9
(決)昭59.11.27

農政課

8520 2 地域農産物開発等推進事業
県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）支出負担行為実施計画について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.31
(決)昭59. 9.27

農政課

8520 3 地域農産物開発等推進事業
県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）支出負担行為実施計画について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 9.27

農政課

8520 4 地域農産物開発等推進事業
県単独農業振興事業（地域農産物開発等推進事
業）支出負担行為実施計画について

昭和５９年度
(起)昭59. 8. 7
(決)昭59. 9.27

農政課

8521 1 地域特産品開発等推進事業 山村集落土地利用基本構想策定調査報告書 昭和５８年度
(財)農村開発企
画委員会

8521 2 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（地域特産品等
開発推進事業）の交付確定について

昭和５９年度 (収)昭59. 7. 7
中遠農林事務所
長

8521 3 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費（新農業構造改善事業
分）補助金の額の確定について

昭和５９年度 (収)昭59. 6.20
西部農林事務所
長

8521 4 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（知事特認事業
分）について

昭和５９年度 (収)昭59. 6.14
東部農林事務所
長

8521 5 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（新農業構造改
善事業分、第３期山村振興農林漁業対策事業分）
について

昭和５９年度 (収)昭59. 6.14
東部農林事務所
長
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8521 6 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（農業活性化対
策事業分）について

昭和５９年度 (収)昭59. 6.14
東部農林事務所
長

8521 7 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（第３期山村振
興農林漁業対策分）の交付確定について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.25
北遠農林事務所
長

8521 8 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業（地域特産品等開発推進
事業）実績報告について

昭和５９年度 (収)昭59. 4.17
北遠農林事務所
長

8521 9 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度地域特産品等開発推進事業の実績につ
いて

昭和５８年度 (収)昭59. 3.29
中部農林事務所
農業振興課長

8521 10 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費（地域特産品開発等推
進事業）実施計画の協議について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.28
(決)昭59. 3. 1
(施)昭59. 3. 1

農政課

8521 11 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度地域特産品開発等推進事業の追加執行
について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 2.24
(決)昭59. 2.27

農政課

8521 12 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費（地域特産品開発等推
進事業）実施計画の協議について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 6
(決)昭59. 2.10
(施)昭59. 2.10

農政課

8521 13 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度地域特産品開発等推進事業の追加執行
について（うかがい）

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2.10

農政課

8521 14 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（第３期山村振
興農林漁業対策事業分）の変更交付決定及び概算
払いの変更承認について

昭和５８年度 (収)昭59. 1.30
東部農林事務所
長

8521 15 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（農業活性化対
策事業）の交付決定及び概算払いの承認について

昭和５８年度 (収)昭58.12.27
東部農林事務所
長

8521 16 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（知事特認事業
分）の交付決定及び概算払いの承認について

昭和５８年度 (収)昭58.12.20
東部農林事務所
長

8521 17 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業費補助金（新農業構造改
善事業分、第３期山村振興農林漁業対策事業分）
の交付決定概算払の承認について

昭和５８年度 (収)昭58.12.20
東部農林事務所
長

8521 18 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業活性化対策事業の補助金交付指令
前着工届の提出について

昭和５８年度 (収)昭58.12. 9
東部農林事務所
長

8521 19 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業振興事業（地域特産品開発等推進
事業）実施計画の協議について

昭和５８年度
(起)昭58.11.16
(決)昭58.11.16
(施)昭58.11.16

農政課

8521 20 地域特産品開発等推進事業
農業活性化対策事業（地域特産品開発推進事業）
実施計画書について（協議）

昭和５８年度 (収)昭58.11.15
東部農林事務所
長

8521 21 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業活性化対策事業（地域特産品開発
推進事業）に係る事業実施計画の協議について

昭和５８年度 (収)昭58.11.15
富士農林事務所
長

8521 22 地域特産品開発等推進事業
農業活性化対策事業（地域特産品開発等推進事
業）実施計画の認定について

昭和５８年度 (収)昭58.11.15
中部農林事務所
長

8521 23 地域特産品開発等推進事業
農業活性化対策事業（地域特産品開発等推進事
業）の認定協議について

昭和５８年度 (収)昭58.11.10
志太榛原農林事
務所長

8521 24 地域特産品開発等推進事業
農業活性化対策事業（地域特産品開発等推進事
業）実施計画について（協議）

昭和５８年度 (収)昭58.11. 9
中遠農林事務所
長

8521 25 地域特産品開発等推進事業
農業活性化対策事業（地域特産品開発等推進事
業）実施計画の認定について（協議）

昭和５８年度 (収)昭58.11.14
北遠農林事務所
長
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8521 26 地域特産品開発等推進事業
昭和58年度農業活性化対策事業（地域特産品開発
等推進事業）実施計画の認定について（協議）

昭和５８年度 (収)昭58.11.12
西部農林事務所
長

8522 1 地域技術連絡会議綴
農林水産省における生物工学等の応用試験研究成
果の概要について

昭和５７年度
(起)昭57.12.23
(決)昭57.12.24
(施)昭57.12.24

農業技術課

8522 2 地域技術連絡会議綴
農業機械開発改良試験研究打合せ会議の開催につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.12.23
(決)昭57.12.27
(施)昭57.12.27

農業技術課

8522 3 地域技術連絡会議綴
関東東海地域農業試験推進会議（転換畑作部会・
作目別部会）の開催について

昭和５７年度
(起)昭57.12.27
(決)昭57.12.27
(施)昭57.12.27

農業技術課

8522 4 地域技術連絡会議綴
農林業技術発達関係資料の所蔵・展示等に関する
調査の提出について

昭和５７年度
(起)昭57.12.20
(決)昭57.12.20
(施)昭57.12.20

農業技術課

8522 5 地域技術連絡会議綴
農林業技術発達関係資料の所蔵・展示等に関する
調査について

昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.30
(施)昭57.11.30

農業技術課

8522 6 地域技術連絡会議綴
超多収稲に関する試験研究の中間報告の提出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.12.15
(決)昭57.12.16
(施)昭57.12.16

農業技術課

8522 7 地域技術連絡会議綴
超多収稲に関する試験研究の中間報告の提出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.12.10
(決)昭57.12.13
(施)昭57.12.13

農業技術課

8522 8 地域技術連絡会議綴
関東東海地域における組織的調査研究活動の成果
分析（企連室研究資料第28号）の送付について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 6
(決)昭57.12. 6
(施)昭57.12. 6

農業技術課

8522 9 地域技術連絡会議綴
昭和57年度関東東山東海地域公立試験研究機関の
図書資料関係職員研修の実施について

昭和５７年度
(起)昭57.11.29
(決)昭57.11.29
(施)昭57.11.29

農業技術課

8522 10 地域技術連絡会議綴
常緑果樹に関する重要研究問題検討会の開催につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.11.20
(決)昭57.11.24
(施)昭57.11.24

農業技術課

8522 11 地域技術連絡会議綴
落葉果樹に関する重要研究問題検討会の開催につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.11.20
(決)昭57.11.24
(施)昭57.11.24

農業技術課

8522 12 地域技術連絡会議綴
昭和57年度専門別総括検討会議（果樹部門）果樹
系統適応性・特性検定試験検討会の開催について

昭和５７年度
(起)昭57.11.20
(決)昭57.11.24
(施)昭57.11.24

農業技術課

8522 13 地域技術連絡会議綴
昭和57年度「施設内における水の動態と制御」に
関する課題別検討会議の開催について

昭和５７年度
(起)昭57.10.18
(決)昭57.10.21
(施)昭57.10.23

農業技術課

8522 14 地域技術連絡会議綴
昭和57年度食品関係試験研究全場所会議の開催に
ついて

昭和５７年度 (収)昭57.10.19
食品総合研究所
長

8522 15 地域技術連絡会議綴
昭和57年度関東東山東海地域技術連絡会議専門試
験研究会議蚕糸部会の開催について

昭和５７年度 (収)昭57.10. 9
蚕糸試験場企画
連絡室長

8522 16 地域技術連絡会議綴
関東東山東海地域技術連絡会議現地研究会につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 8.31
(決)昭57. 9. 8

農業技術課

8522 17 地域技術連絡会議綴
関東東山東海地域技術連絡会議現地研究会の開催
について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 6.30
(施)昭57. 6.30

農業技術課

8522 18 地域技術連絡会議綴 会議室の使用について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.29
(決)昭57. 6.29

農業技術課

8522 19 地域技術連絡会議綴
昭和57年度東海・関西地域野菜試験研究打合せ会
議の開催について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.30
(決)昭57. 8. 2
(施)昭57. 8. 4

農業技術課

8522 20 地域技術連絡会議綴
第５回砂丘地野菜花き栽培に関する試験研究打合
せ会議の開催について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 7.30

農業技術課
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8522 21 地域技術連絡会議綴
昭和57年度「野菜作における土壌養分過剰に関す
る諸問題」の課題別検討会議の開催について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 7.23
(施)昭57. 7.26

農業技術課

8522 22 地域技術連絡会議綴
昭和57年度「栄養繁殖性葉根菜類の品種と栽培上
の諸問題」に関する課題別検討会議の開催につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 7.23
(施)昭57. 7.26

農業技術課

8522 23 地域技術連絡会議綴
昭和57年度関東東山東海地域技術連絡会議運営委
員会関係資料の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.27
(決)昭57. 7.30
(施)昭57. 7.30

農業技術課

8522 24 地域技術連絡会議綴 イネミズゾウムシに関する検討会の開催について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 7.19
(施)昭57. 7.19

農業技術課

8522 25 地域技術連絡会議綴
農畜産物加工食品研究開発体制の整備状況につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 6
(決)昭57. 7. 8
(施)昭57. 7. 9

農業技術課

8522 26 地域技術連絡会議綴
昭和57年春季関東東山東海地域試験研究打合せ会
議要旨の送付について

昭和５７年度 (収)昭57. 7. 5
農業研究セン
ター企画連絡室
連絡調整科

8522 27 地域技術連絡会議綴
昭和56年度関東東山東海地域技術連絡会議議事要
旨の送付について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 7
(決)昭57. 6. 8
(施)昭57. 6. 9

農業技術課

8522 28 地域技術連絡会議綴 超多収稲（飼料用稲）の中間情報について 昭和５７年度
(起)昭57. 6.17
(決)昭57. 6.18
(施)昭57. 6.18

農業技術課

8522 29 地域技術連絡会議綴
昭和56年度組換えＤＮＡ実験実施状況調査につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 4
(決)昭57. 6. 7
(施)昭57. 6. 7

農業技術課

8522 30 地域技術連絡会議綴
昭和56年度野菜花き部門専門別総括検討会議概要
報告について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.21
(施)昭57. 4.21

農業技術課

8522 31 地域技術連絡会議綴
昭和56年度専門別（草地・飼料作）総括検討会議
概要報告書の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.20
(決)昭57. 4.21
(施)昭57. 4.21

農業技術課

8522 32 地域技術連絡会議綴
昭和57年度東海関西地域花き試験研究打合せ会議
参加申し込み票の提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.14
(決)昭57. 4.20
(施)昭57. 4.20

農業技術課

8522 33 地域技術連絡会議綴
昭和57年度東海関西地域花き試験研究打合せ会議
の開催について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 6
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 8

農業技術課

8522 34 地域技術連絡会議綴
昭和57年度関東東山東海地域技術連絡会議水田利
用再編対策部会試験研究打合せ会議出席者宿泊の
申し込みについて

昭和５６年度
(起)昭57. 3.17
(決)昭57. 3.18
(施)昭57. 3.18

農業技術課

8522 35 地域技術連絡会議綴
「地域農業複合化推進のための技術開発に関する
研究の進め方について」等の一部改正について

昭和５６年度
(起)昭57. 2.22
(決)昭57. 2.23
(施)昭57. 2.23

農業技術課

8522 36 地域技術連絡会議綴
昭和57年度関東東山東海地域技術連絡会議水田利
用再編対策部会試験研究打合せ会議の開催につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 1
(決)昭57. 3. 2
(施)昭57. 3. 2

農業技術課

8523 1 試験調整担当者会議綴 復命書（都道府県試験研究調整担当者会議） 昭和５７年度 (起)昭58. 2.28 農業技術課

8524 1 災害関係綴 寒波による被害果樹に対する技術対策について 昭和５６年度 (収)昭56. 4.30 農業水産部長

8524 2 災害関係綴 災害時気象速報 昭和５６年度 (収)昭56. 4.23 静岡地方気象台
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8524 3 災害関係綴
昭和56年２月26～27日の寒波による柑きつ等の被
害について（供覧）

昭和５６年度
(起)昭56. 4.20
(決)昭56. 4.22

農業技術課

8524 4 災害関係綴 復命書（農業災害対策打合せ） 昭和５６年度 (起)昭56. 4. 9 農業技術課

8524 5 災害関係綴 農業災害対策推進打合せ会の開催について 昭和５６年度 (収)昭56. 4. 6 農業水産部長

8525 1 農林水産業技術研究開発事業綴
農林水産業技術研究開発事業成果概要集の印刷に
ついて

昭和５７年度 (起)昭58. 1. 7 農業技術課

8525 2 農林水産業技術研究開発事業綴
農林水産業技術研究開発事業成果概要集印刷に伴
う「まえがき」について

昭和５７年度 (起)昭58. 1. 7 農業技術課

8525 3 農林水産業技術研究開発事業綴
農林水産業技術研究開発事業推進資料の印刷につ
いて

昭和５７年度 (起)昭58. 1.26 農業技術課

8525 4 農林水産業技術研究開発事業綴 復命書（簡易牧草乾燥機「静畜式」実演講習会） 昭和５７年度 (起)昭57.12.17 農業技術課

8525 5 農林水産業技術研究開発事業綴
復命書（昭和57年度農林水産業技術研究開発事業
ヒアリング）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.23 農業技術課

8525 6 農林水産業技術研究開発事業綴
農林水産業技術研究開発事業成果とりまとめのた
めの打合せ会開催について

昭和５７年度
(起)昭57. 5.27
(決)昭57. 6. 1
(施)昭57. 6. 1

農業技術課

8525 7 農林水産業技術研究開発事業綴
静岡県農林水産業技術研究開発審査会の開催につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 6
(決)昭57. 7. 8
(施)昭57. 7. 9

農業技術課

8525 8 農林水産業技術研究開発事業綴
昭和57年度静岡県農林水産業技術研究開発事業認
定審査会（幹事会）の開催について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 7. 1
(施)昭57. 7. 1

農業技術課

8525 9 農林水産業技術研究開発事業綴
復命書（昭和57年度農林水産業技術研究開発事業
ヒアリング他）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.17 農業技術課

8525 10 農林水産業技術研究開発事業綴
農林水産業技術研究開発事業打合せ会の開催につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57. 4.13
(決)昭57. 4.17
(施)昭57. 4.17

農業技術課

8525 11 農林水産業技術研究開発事業綴 昭和57年度農林水産業技術研究開発事業について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.24
(施)昭57. 3.25

農業技術課

8526 1
農業後継者地域実践活動推進事業
（市町村）

昭和59年度農業後継者地域実践活動推進事業費補
助金の確定について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.14
(決)昭60. 5.30
(施)昭60. 5.30

後継者養成課

8526 2
農業後継者地域実践活動推進事業
（市町村）

昭和59年度農業後継者地域実践活動推進事業費補
助金の支出について

昭和５９年度 (起)昭60. 2.19 後継者養成課

8526 3
農業後継者地域実践活動推進事業
（市町村）

昭和59年度農業後継者地域実践活動推進事業費補
助金の交付について（内示）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.24
(決)昭59. 8.25
(施)昭59. 8.27

後継者養成課

8526 4
農業後継者地域実践活動推進事業
（市町村）

昭和59年度農業後継者地域実践活動推進事業実施
計画の認定について（通知）

昭和５９年度
(起)昭59.10. 2
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 4

後継者養成課

8526 5
農業後継者地域実践活動推進事業
（市町村）

農業後継者地域実践活動推進事業の昭和59年度実
施計画認定申請書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.23
(決)昭59. 8.25
(施)昭59. 8.27

後継者養成課

8526 6
農業後継者地域実践活動推進事業
（市町村）

農業後継者地域実践活動推進事業担当者会議の開
催について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 8.31
(施)昭59. 8.31

後継者養成課
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8527 1
農業後継者地域実践活動推進事業
（農業会議委託）

昭和59年度農業後継者地域実践活動推進事業のう
ち委託事業である農業青年調査活動事業実績報告
書の供覧について

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 3 後継者養成課

8527 2
農業後継者地域実践活動推進事業
（農業会議委託）

復命書（静岡県農業青年調査活動検討委員会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.23 後継者養成課

8527 3
農業後継者地域実践活動推進事業
（農業会議委託）

昭和59年度農業後継者地域実践活動推進事業委託
契約書及び実施計画書の供覧について

昭和５９年度
(起)昭59.12.26
(決)昭59.12.27

後継者養成課

8527 4
農業後継者地域実践活動推進事業
（農業会議委託）

昭和59年度農業後継者地域実践活動推進事業の農
業青年調査活動事業及び就農相談活動の実施につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.12. 5
(決)昭59.12. 6
(施)昭59.12. 6

後継者養成課

8527 5
農業後継者地域実践活動推進事業
（農業会議委託）

復命書（静岡県農業青年地域実践活動推進会議） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.20 後継者養成課

8527 6
農業後継者地域実践活動推進事業
（農業会議委託）

復命書（静岡県農業青年地域実践活動推進会議） 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 5 後継者養成課

8527 7
農業後継者地域実践活動推進事業
（農業会議委託）

復命書（静岡県農業青年調査活動検討委員会） 昭和５９年度 (起)昭59. 8.29 後継者養成課

8528 1 学校連帯事業 復命書（学校連携事業打合せ会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2. 5 後継者養成課

8528 2 学校連帯事業 復命書（経営計画発表会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.23 後継者養成課

8528 3 学校連帯事業 復命書（経営計画発表会） 昭和５９年度 (起)昭60. 2.15 後継者養成課

8528 4 学校連帯事業
学校連携事業経営計画発表会に授与する記念品の
購入について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.31
(決)昭60. 2. 1

後継者養成課

8528 5 学校連帯事業 農業経営記録簿の送付について 昭和５９年度
(起)昭59.12.13
(決)昭59.12.19
(施)昭59.12.21

後継者養成課

8528 6 学校連帯事業 県外農家委託実習について 昭和５９年度 (起)昭59. 9.28 後継者養成課

8528 7 学校連帯事業 農業高校生の県外農家委託研修について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 6
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.10

後継者養成課

8528 8 学校連帯事業
農業経営計画書・同作成要領及び農家経営計画書
の印刷について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.28

後継者養成課

8528 9 学校連帯事業 農業経営高校連携事業打合せ会の開催について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.25
(決)昭59. 4.26
(施)昭59. 4.26

後継者養成課

8529 1 病害虫発生予察事業実施要領改正
農作物有害動植物発生予察事業実施要領改正意見
検討会の開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.11
(決)昭59. 4.12
(施)昭59. 4.13

農業技術課

8529 2 病害虫発生予察事業実施要領改正
農作物有害動植物発生予察事業実施要領の調査実
施基準総括改正委員、改正委員の依頼について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.11
(決)昭59. 4.12
(施)昭59. 4.13

農業技術課

8529 3 病害虫発生予察事業実施要領改正
農作物有害動植物発生予察事業実施要領の調査実
施基準総括改正委員、改正委員の依頼について

昭和５８年度
(起)昭58.12.23
(決)昭58.12.23
(施)昭58.12.23

農業技術課

8529 4 病害虫発生予察事業実施要領改正
農作物有害動植物発生予察事業実施要領改正の調
査実施基準の改正意見の取りまとめ依頼について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 3
(決)昭59. 2. 4
(施)昭59. 2. 4

農業技術課
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8529 5 病害虫発生予察事業実施要領改正
農作物有害動植物発生予察事業実施要領の調査基
準の改正意見の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.24
(決)昭58. 9.24
(施)昭58. 9.24

農業技術課

8529 6 病害虫発生予察事業実施要領改正
農作物有害動植物発生予察事業実施要領の調査基
準の改正計画及び改正意見の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 3
(決)昭58. 9. 5
(施)昭58. 9. 5

農業技術課

8530 1 農薬残留検討会資料（農林省）
復命書（昭和56年度農薬残留特殊調査事業成績検
討会）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 7 農業技術課

8530 2 農薬残留検討会資料（農林省） 復命書（農薬残留調査事業検討会） 昭和５７年度 (起)昭57. 7.24 農業技術課

8531 1
農地法第５条の規定による許可申
請書（中部電力株式会社浜岡原子
力建設所）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.20
(決)昭59. 4.23
(施)昭59. 4.23

農地森林部総務
課

8531 2
農地法第５条の規定による許可申
請書（中部電力株式会社浜岡原子
力建設所）

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和５８年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 3.31

農地森林部総務
課

8532 1
農地転用事前審査申出書 浜岡原
発

農地転用事前審査の申出に係る意見書について 昭和５８年度
(起)昭58.12.16
(決)昭58.12.21
(施)昭58.12.21

農地森林部総務
課

8533 1
農地転用事前審査申出書 中部電
力

農地転用事前審査の申出に係る意見書について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.22
(決)昭58. 2.24
(施)昭58. 2.24

農地森林部総務
課

8534 1
農地法第５条の規定による許可申
請書　国際リゾートサービス

農地法第５条第１項に基づく許可について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.11
(決)昭59. 4.14
(施)昭59. 4.16

農地森林部総務
課

8534 2
農地法第５条の規定による許可申
請書　国際リゾートサービス

農地法第５条の規定による許可申請について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 8
(決)昭59. 3.12
(施)昭59. 3.12

農地森林部総務
課

8535 1
農地転用事前審査申出書　国際リ
ゾートサービス

農地転用事前審査の申出に係る意見書の提出につ
いて

昭和５７年度
(起)昭57.12.27
(決)昭57.12.28
(施)昭58. 1. 5

農地森林部総務
課

8536 1 要綱要領等の変更・制定

「電源開発促進法第６条第２項の規定による費用
の負担の方法及び割合の基準に関する政令及び府
令等の運用に関する関係省庁の申合せ事項」の一
部改正について

昭和５９年度 (収)昭60. 3.23 関東農政局

8536 2 要綱要領等の変更・制定
「非農用地区域の設定を伴う土地改良事業を行な
う場合における都市計画法の開発許可との調整措
置について」の一部改正について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 8
(施)昭60. 3. 8

農地企画課

8536 3 要綱要領等の変更・制定
土地改良区が行う農業集落排水施設整備事業に係
る留意事項について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 3. 1
(施)昭60. 3. 1

農地企画課

8536 4 要綱要領等の変更・制定
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措
置に関する法律の一部を改正する法律の施行につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59.10.22 農地企画課

8536 5 要綱要領等の変更・制定
農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業実施要
綱及び農道整備事業実施要綱の一部改正について

昭和５９年度 (起)昭59. 8.16 農地企画課

8536 6 要綱要領等の変更・制定
「農業水産部・農地森林部所掌補助事業の事務取
扱い」についての一部改正

昭和５９年度 (起)昭59. 8.13 農地企画課

8536 7 要綱要領等の変更・制定
農地開発基本計画特殊調査実施要領の一部改正に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 6.25
(決)昭59. 6.27
(施)昭59. 6.27

農地企画課

8536 8 要綱要領等の変更・制定
都道府県営土地改良事業関連中小水力開発調査実
施要領の制定について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.13
(決)昭59. 6.18
(施)昭59. 6.18

農地企画課
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8536 9 要綱要領等の変更・制定
大規模区画ほ場整備モデル調査実施要領の制定に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 5.19
(決)昭59. 6.15

農地企画課

8536 10 要綱要領等の変更・制定
土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 5.29
(決)昭59. 6.15

農地企画課

8536 11 要綱要領等の変更・制定
広域農村排水整備計画調査実施要領の制定につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 5.29
(決)昭59. 6.15

農地企画課

8536 12 要綱要領等の変更・制定
緑農住区開発計画調査実施要領の一部改正につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 1
(決)昭59. 6. 8
(施)昭59. 6. 8

農地企画課

8536 13 要綱要領等の変更・制定
土地改良総合整備事業実施要綱の一部改正に伴う
関連通達の一部改正について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.18
(決)昭59. 5.21

農地企画課

8536 14 要綱要領等の変更・制定
土地改良事業計画設計基準（計画、土層改良）の
制定及び運用について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.11
(決)昭59. 4.13

農地企画課

8537 1
昭和58年度適正化事業予算ヒヤリ
ング資料綴

適正化事業加入団体の事業実施計画 昭和５８年度 農地企画課

8538 1
昭和57年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴

昭和57年度土地改良施設維持管理適正化事業実施
結果報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.11
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.16

農地企画課

8538 2
昭和57年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴

昭和57年度土地改良施設維持管理適正化事業補助
金の交付確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.30
(決)昭58. 5.16
(施)昭58. 5.17

農地企画課

8539 1
昭和58年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴

昭和58年度土地改良施設維持管理適正化事業計画
変更の承認について

昭和５８年度
(起)昭58.10.11
(決)昭58.10.17
(施)昭58.10.17

農地企画課

8539 2
昭和58年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴

昭和58年度土地改良施設維持管理適正化事業補助
金の交付決定について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 8
(施)昭58. 8. 9

農地企画課

8540 1
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

昭和59年度土地改良施設維持管理適正化事業の補
助金（追加分）割当内示について

昭和５９年度
(起)昭59.10.17
(決)昭59.10.19
(施)昭59.10.20

農地企画課

8540 2
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

昭和59年度（Ⅷ期生）土地改良施設維持管理適正
化事業の承認について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 8. 4
(施)昭59. 8. 4

農地企画課

8540 3
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

昭和60年度予算要求に係る土地改良施設維持管理
適正化事業関係資料について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 7
(決)昭59. 7. 9
(施)昭59. 7.10

農地企画課

8540 4
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

昭和58年度加入（第７期生）土地改良施設維持管
理適正化事業年度別実施計画について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 7
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.11

農地企画課

8540 5
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

昭和59年度加入（第８期生）土地改良施設維持管
理適正化事業年度別実施計画の変更について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.10
(施)昭59. 7.11

農地企画課

8540 6
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

復命書（適正化事業実施（９期生）に関する会議 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 1 農地企画課

8540 7
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

昭和58年度土地改良施設維持管理適正化事業補助
金の交付確定について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.14
(決)昭59. 5.24
(施)昭59. 5.25

農地企画課

8540 8
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

昭和58年度土地改良施設維持管理適正化事業実施
計画報告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.15
(施)昭59. 5.15

農地企画課

8540 9
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

土地改良施設維持管理適正化事業の事業量調査に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 1
(決)昭59. 5. 1
(施)昭59. 5. 1

農地企画課

8540 10
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.１

土地改良施設維持管理適正化事業の事業量調査に
ついて（依頼）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.18
(決)昭59. 4.20
(施)昭59. 4.20

農地企画課
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8541 1
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.２

昭和59年度土地改良施設維持管理適正化事業交付
金の割当について

昭和５９年度
(起)昭59.12. 4
(決)昭59.12. 8
(施)昭59.12.10

農地企画課

8541 2
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.２

昭和59年度（Ⅷ期生）土地改良施設維持管理適正
化事業、新規実施者（保留分）よりの適正化資金
の拠出申込みについて

昭和５９年度
(起)昭59.11. 6
(決)昭59.11.13
(施)昭59.11.15

農地企画課

8541 3
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.２

昭和59年度（８期生）土地改良施設維持管理適正
化事業、新規実施者よりの適正化資金の拠出申込
みについて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.23
(決)昭59. 7.31
(施)昭59. 8. 4

農地企画課

8541 4
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.２

復命書（土地改良施設の維持管理と適正化事業に
ついての講習会）

昭和５９年度 (起)昭59.11.21 農地企画課

8541 5
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.２

昭和59年度土地改良施設維持管理適正化事業の補
助金（追加分）交付について

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.11.10
(施)昭59.11.13

農地企画課

8541 6
昭和59年度土地改良施設維持管理
適正化事業綴　No.２

昭和59年度（Ⅷ期生）土地改良施設維持管理適正
化事業（追加分）の承認について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 6
(決)昭59.11.12
(施)昭59.11.13

農地企画課

8542 1 県担当者会議資料
昭和59年度第１回計画・用地管理関係事業担当者
会議資料

昭和５９年度

8543 1 浸水実績図
沼側・瀬戸川・新川流域浸水実績図の送付につい
て

昭和５８年度 (収)昭58. 9. 5 土木部長

8543 2 浸水実績図 復命書（浸水実績の公表に関する打合せ） 昭和５８年度 (起)昭58. 8.25 農地企画課

8543 3 浸水実績図 浸水実績の公表にかかる意見等について 昭和５８年度
(起)昭58. 7. 6
(決)昭58. 7. 8
(施)昭58. 7. 9

農地企画課

8543 4 浸水実績図 復命書（浸水実績の公表について） 昭和５８年度 (起)昭58. 6.29 農地企画課

8543 5 浸水実績図 巴川流域三地域区分図の送付について 昭和５８年度 (収)昭59. 1.19
巴川流域総合治
水対策協議会

8544 1
昭和57年度農業用水取水実態調
査・三方原

昭和57年度農業水利基本調査（取水実態調査）報
告書の提出について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.21
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.21

農地企画課

8544 2
昭和57年度農業用水取水実態調
査・三方原

農業水利基本調査（国庫委託）について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 7
(決)昭57.10.15
(施)昭57.10.20

農地企画課

8545 1
昭和58年度農業用水取水実態調
査・三方原

昭和58年度国庫委託調査（農業水利基本調査）の
報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 2
(決)昭59. 3. 2
(施)昭59. 3. 3

農地企画課

8546 1
昭和59年度農業用水取水実態調
査・三方原

昭和59年度国庫委託調査（農業水利基本調査）の
報告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.16
(決)昭60. 2.16
(施)昭60. 2.21

農地企画課

8547 1
昭和58年度国営土地改良事業完了
地区用水計画調書・三方原

昭和58年度国庫委託調査（国営土地改良事業完了
地区用水計画）の報告書の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 3.22
(決)昭59. 3.22
(施)昭59. 3.24

農地企画課

8548 1
昭和59年度国営土地改良事業完了
地区用水計画調書・三方原

昭和59年度国庫委託調査（国営土地改良事業完了
地区用水計画）の報告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.12
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.16

農地企画課

8549 1
昭和59年度三方原地区用水量調査
業務委託

三方原地区用水量計算（昭和15年度～56年度） 昭和５９年度 西部農林事務所

8550 1 国土利用計画関係綴
「土地利用に関する施策の現状と課題」の確認に
ついて

昭和５８年度 (収)昭59. 3.22 地域振興課
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8550 2 国土利用計画関係綴
「土地利用に関する施策の現状と課題」（案）等
の協議について

昭和５８年度 (収)昭59. 2.29 地域振興課

8550 3 国土利用計画関係綴 復命書（土地利用対策委員会幹事会） 昭和５８年度 (起)昭59. 2.16 農地企画課

8550 4 国土利用計画関係綴 利用区分別県土面積調の結果について 昭和５８年度 (収)昭59. 2. 3 地域振興課

8550 5 国土利用計画関係綴
［国土利用計画改定のための利用区分別面積の推
移に関する調査」結果の報告について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.25
(決)昭59. 1.31
(施)昭59. 1.31

農地企画課

8550 6 国土利用計画関係綴
「土地利用に関する施策の現状と課題」について
（回答）

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 6
(決)昭59. 1. 6
(施)昭59. 1. 6

農地企画課

8550 7 国土利用計画関係綴 ［土地利用の見通し」について（回答） 昭和５８年度
(起)昭59. 1. 6
(決)昭59. 1. 6
(施)昭59. 1. 6

農地企画課

8550 8 国土利用計画関係綴
国土利用計画（松崎町計画）（案）に対する意見
について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 2
(施)昭58. 3. 2

農地企画課

8550 9 国土利用計画関係綴
土地利用に関する施策の現状等に関する資料につ
いて

昭和５７年度
(起)昭58. 2.14
(決)昭58. 2.15
(施)昭58. 2.15

農地企画課

8550 10 国土利用計画関係綴 土地利用区分別の規模の見通しについて 昭和５７年度
(起)昭58. 2.25
(決)昭58. 2.25
(施)昭58. 2.25

農地企画課

8550 11 国土利用計画関係綴
国土利用計画（松崎町計画）（素案）に対する意
見について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.18
(決)昭58. 2.18
(施)昭58. 2.18

農地企画課

8550 12 国土利用計画関係綴
国土利用計画（県計画）の管理に係る資料の提出
について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.19
(決)昭57. 1.25
(施)昭57. 1.25

農地企画課

8550 13 国土利用計画関係綴
復命書（国土利用計画（県計画）の管理に係る打
合せ）

昭和５６年度 (起)昭56.12.10 農地企画課

8551 1
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

小山町国土利用計画（案）に対する意見について 昭和６１年度
(起)昭62. 2.10
(決)昭62. 2.10
(施)昭62. 2.10

農地企画課

8551 2
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

小山町国土利用計画（案）に対する意見について 昭和６１年度
(起)昭62. 1.27
(決)昭62. 1.30
(施)昭62. 1.30

農地企画課

8551 3
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

国土利用計画小山町計画（案）について 昭和６１年度
(起)昭61. 7.29
(決)昭61. 8. 5
(施)昭61. 8.25

農地企画課

8551 4
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

戸田村国土利用計画（案）に対する意見について
（回答）

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 7
(決)昭61. 3.10
(施)昭61. 3.10

農地企画課

8551 5
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

国土利用計画（天竜市計画）素案に対する意見書
について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.16
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.20

農地企画課

8551 6
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

天竜市国土利用計画（案）に対する意見について
（回答）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 2.28
(施)昭61. 2.28

農地企画課

8551 7
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

国土利用計画（戸田村計画）（素案）に対する意
見書について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 3. 1
(施)昭61. 3. 1

農地企画課

8551 8
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

国土利用計画（案）大東町・相良町に対する意見
について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.23
(決)昭61. 3. 5

農地企画課

8551 9
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

国土利用計画（案）の大東町・相良町素案対する
意見提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.26
(決)昭61. 3. 5

農地企画課
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8551 10
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

小山町国土利用計画（案）に対する意見について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 4
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12. 5

農地企画課

8551 11
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

富士宮市国土利用計画素案に対する意見について 昭和６０年度
(起)昭60.10.15
(決)昭60.10.22
(施)昭60.10.22

農地企画課

8551 12
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

富士宮市国土利用計画（案）に対する意見につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10.15
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

農地企画課

8551 13
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

国土利用計画（富士市計画）（素案）に対する意
見について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.28
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

農地企画課

8551 14
国土利用計画関係綴（市町村計
画）

御殿場市国土利用計画（案）に対する意見につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.18
(施)昭60. 5.18

農地企画課

8552 1
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

復命書（国土利用計画策定ワーキンググループ合
同打合せ会

昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 農地企画課

8552 2
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

土地利用動向調査にかかる主要施策整備状況につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.30
(決)昭59. 8. 1
(施)昭59. 8. 8

農地企画課

8552 3
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

現行国土利用計画（静岡県計画）にかかる「土地
利用に関する施策の現況と課題」（案）等の協議
について

昭和５９年度 (収)昭60. 2.21 地域振興課

8552 4
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画（御殿場市計画）（素案）に対する
意見について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.13
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

農地企画課

8552 5
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画策定ワーキンググループの農用地部
会の打合せについて

昭和５９年度 (収)昭60. 2. 8 地域振興課

8552 6
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画策定ワーキンググループの農用地部
会の打合せについて

昭和５９年度 (収)昭60. 1.31 農地企画課

8552 7
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

「土地利用の見通し」について 昭和５９年度
(起)昭59.12.12
(決)昭59.12.15
(施)昭59.12.15

農地企画課

8552 8
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

「土地利用に関する施策の現状と課題」について 昭和５９年度 (起)昭59.12.14 農地企画課

8552 9
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

復命書（国土利用計画策定ワーキンググループの
農用地部会の打合せ会）

昭和５９年度 (起)昭59.10.23 農地企画課

8552 10
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

「国土利用計画（全国計画）策定のための利用区
分別面積の将来目標に関する調査について」

昭和５９年度 (起)昭59. 9.15 農地企画課

8552 11
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画策定ワーキンググループの水面河
川・小路部会の打合せについて

昭和５９年度 (収)昭59. 9.11 農地企画課

8552 12
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画策定ワーキンググループの総括部会
の打合せについて

昭和５９年度 (収)昭59. 7.18 地域振興課

8552 13
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画策定ワーキンググループの農用地部
会の打合せについて

昭和５９年度 (収)昭59.10.24 地域振興課

8552 14
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画策定ワーキンググループの総括部会
の打合せについて

昭和５９年度 (収)昭59. 8.11 地域振興課

8552 15
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画策定ワーキンググループの第１回会
議の開催について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 4 地域振興課
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8552 16
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

国土利用計画（静岡県計画）の策定について 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 4 地域振興課

8552 17
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ会議資料

「土地利用に関する施策の現状と課題」概要
（案）の検討について

昭和５９年度
(起)昭59. 3.30
(決)昭59. 3.31
(施)昭59. 4. 4

農地企画課

8553 1
国土利用計画策定ワーキンググ
ループ70年目標値

国土利用計画（全国計画）改訂作業への応対につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59. 5.12 農政課

8554 1
県単土地改良実績報告 中部農林
事務所

昭和59年度件単独土地改良事業の実績報告書（か
んがい排水）

昭和５９年度 水利整備課

8554 2
県単土地改良実績報告 中部農林
事務所

昭和59年度件単独土地改良事業の実績報告書（農
道）

昭和５９年度 水利整備課

8555 1
県単土地改良実績報告 中遠農林
事務所

昭和59年度件単独土地改良事業の実績報告書（農
道外）

昭和５９年度 水利整備課

8556 1
県単土地改良実績報告 西部農林
事務所

昭和59年度件単独土地改良事業の実績報告書（用
水路外）

昭和５９年度 水利整備課

8557 1
県単土地改良実績報告 東部農林
事務所

県単独土地改良事業市町村別集計票（昭和59年度
県単土地改良事業実績報告書）

昭和５９年度 水利整備課

8558 1
県単土地改良実績報告 志太榛原
農林事務所

昭和59年度県単土地改良事業実績報告書 昭和５９年度 水利整備課

8559 1 天城地区育成牧場整備工事
竣工検査復命書（昭和56年度天城地区公共育成牧
場整備工事）

昭和５６年度 (起)昭56.10. 7
静岡県家畜育成
公社

8559 2 天城地区育成牧場整備工事 設計変更指示について 昭和５６年度
(起)昭56. 8. 5
(決)昭56. 8. 5
(施)昭56. 8. 5

静岡県家畜育成
公社

8559 3 天城地区育成牧場整備工事 工事監督員の任命について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.23
(施)昭56. 7.24

静岡県家畜育成
公社

8559 4 天城地区育成牧場整備工事
昭和56年度天城地区公共育成牧場整備工事につい
て（支出負担行為伺）

昭和５６年度
(起)昭56. 7.21
(決)昭56. 7.21

静岡県家畜育成
公社

8559 5 天城地区育成牧場整備工事
昭和56年度天城地区公共育成牧場整備事業の入札
執行について

昭和５６年度
(起)昭56. 7. 6
(決)昭56. 7. 6
(施)昭56. 7. 6

静岡県家畜育成
公社

8560 1
公共育成牧場整備事業出来高設計
（観音山放牧場附属小笠哺乳場）

公共育成牧場整備事業出来高設計書　基盤整備　
静岡県観音山地区

昭和５９年度
静岡県家畜育成
公社

8561 1
公共育成牧場整備事業観音山地区
薬浴槽設置工事出来高設計

公共育成牧場整備事業出来高設計書　薬浴槽施設　
静岡県観音山地区

昭和５９年度
静岡県家畜育成
公社

8562 1
公共育成牧場整備事業天城地区田
方哺乳場基盤施設整備工事出来高
設計

公共育成牧場整備事業出来高設計書　基盤施設設
計書　静岡県地区

昭和５９年度
静岡県農業畜産
公舎

8563 1 高齢者パイロット（１）
昭和51年度山村高齢者パイロット事業の実施につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 4. 8
(決)昭51. 4.13
(施)昭51. 4.13

造林課

8563 2 高齢者パイロット（１）
山林地域高齢者林産物栽培園パイロット事業実績
報告について

昭和５２年度
(起)昭52. 5.30
(決)昭52. 5.31
(施)昭52. 5.31

造林課

8563 3 高齢者パイロット（１）
昭和51年度山村高齢者パイロット事業の実施計画
の認定について

昭和５１年度
(起)昭51. 9. 2
(決)昭51. 9. 7
(施)昭51. 9. 7

造林課
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8563 4 高齢者パイロット（１） 復命書（山村高齢者パイロット事業の打合せ） 昭和５１年度 (起)昭51. 5.14 造林課

8563 5 高齢者パイロット（１） 山村高齢者パイロット事業説明会について 昭和５０年度 (起)昭50.11.22 造林課

8563 6 高齢者パイロット（１） 昭和51年度山村高齢者パイロット事業について 昭和５０年度 (起)昭50.11.19 造林課

8563 7 高齢者パイロット（１） 山村高齢者パイロット事業について（依頼） 昭和５０年度
(起)昭50. 9. 1
(決)昭50. 9. 2
(施)昭50. 9. 2

造林課

8563 8 高齢者パイロット（１） 補助施設現況表の提出について 昭和５３年度
(起)昭53.12.12
(決)昭53.12.12
(施)昭53.12.12

造林課

8563 9 高齢者パイロット（１）
昭和53年度山村高齢者林産施設設置事業実施計画
の認定について

昭和５３年度
(起)昭53.11.18
(決)昭53.11.20
(施)昭53.11.20

造林課

8564 1 高齢者パイロット（２） 林業関係事業変更承認申請書について 昭和５５年度 (収)昭56. 2. 4 天竜林業事務所

8564 2 高齢者パイロット（２） 補助事業施設台帳の送付について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.26
(決)昭52. 8.29
(施)昭52. 8.29

造林課

8564 3 高齢者パイロット（２）
昭和52年度山村高齢者パイロット事業実施計画の
認定について

昭和５２年度
(起)昭52. 8.30
(決)昭52. 9. 6
(施)昭52. 9. 6

造林課

8564 4 高齢者パイロット（２）
復命書（山村高齢者パイロット事業の実施希望の
内要調査）

昭和５１年度 (起)昭52. 2.10 造林課

8564 5 高齢者パイロット（２）
昭和52年度山村高齢者パイロット事業の実施につ
いて

昭和５２年度
(起)昭52. 4. 9
(決)昭52. 4.12
(施)昭52. 4.12

造林課

8564 6 高齢者パイロット（２）
山村地域高齢者林産物栽培園パイロット事業の実
績について

昭和５３年度
(起)昭53. 5.30
(決)昭53. 5.31
(施)昭53. 5.31

造林課

8564 7 高齢者パイロット（２） 復命書（山村高齢者パイロット事業の講習会） 昭和５２年度 (起)昭52.12.23 造林課

8564 8 高齢者パイロット（２） 復命書（山村高齢者パイロット事業の打合せ） 昭和５２年度 (起)昭52. 8. 2 造林課

8564 9 高齢者パイロット（２） 昭和52年度林業普及関係事業の実施希望について 昭和５１年度
(起)昭51.10. 4
(決)昭51.10. 7
(施)昭51.10. 7

造林課

8565 1 高齢者パイロット（３）
昭和55年度山村高齢者林産施設設置事業の実施計
画について

昭和５５年度 造林課

8565 2 高齢者パイロット（３） 山村高齢者パイロット事業実績報告関係 昭和５５年度 造林課

8566 1 高齢者パイロット（４）
天竜農林事務所の山村高齢者林産施設設置事業の
実績報告関連書類関係

昭和５５年度 造林課

8567 1 高齢者パイロット（５）
林業普及指導日補助金により取得した財産の処分
について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.23
(決)昭57. 7.29
(施)昭57. 7.29

林政課

8567 2 高齢者パイロット（５） 昭和56年度山村高齢者林産施設設置事業について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 6. 4
(施)昭56. 6. 4

林政課

8567 3 高齢者パイロット（５） 昭和56年度山村高齢者林産施設設置事業について 昭和５６年度
(起)昭56. 4.11
(決)昭56. 4.13
(施)昭56. 4.13

林政課
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8568 1 地域活動 昭和59年度地域活動促進事業の実績について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.14 林政課

8569 1 スーパー林道雑件綴 書簡案 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 2 造林課

8569 2 スーパー林道雑件綴
特定森林地域開発林道天竜線推進協議会第11回定
期通常総会

昭和５８年度 (収)昭58. 8.10

8569 3 スーパー林道雑件綴
特定森林地域開発林道天竜線推進協議会第10回定
期通常総会

昭和５７年度 (収)昭57. 7.20

8569 4 スーパー林道雑件綴 スーパー林道天竜線の大型バス試走結果について 昭和５７年度 (収)昭57. 6.28
天竜林業事務所
林道課長

8569 5 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の２月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 1
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 6 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の１月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭57. 2. 1
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 7 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の12月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭57. 1. 6
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 8 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の11月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭56.12. 1
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 9 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の10月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭56.11. 2
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 10 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の９月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭56.10. 5
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 11 スーパー林道雑件綴
昭和56年度スーパー林道関係県連絡会第２回通常
総会の開催について

昭和５６年度 (収)昭56.10. 9
スーパー林道関
係県連絡会会長

8569 12 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の８月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭56. 9. 1
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 13 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の７月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭56. 8. 1
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 14 スーパー林道雑件綴
特定森林地域開発林道天竜線推進協議会第９回定
期通常総会

昭和５６年度 (収)昭56. 7.22

8569 15 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の６月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭56. 7. 3
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 16 スーパー林道雑件綴
昭和56年度天竜林道開設工事の５月分進捗状況報
告について

昭和５６年度 (収)昭56. 6. 7
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 17 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の２月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭56. 3. 9
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 18 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の１月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭56. 2. 9
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 19 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の12月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭56. 1. 8
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 20 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の11月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭55.12.10
森林開発公団浜
松建設事務所長
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8569 21 スーパー林道雑件綴
昭和55年度スーパー林道関係県連絡会第１回通常
総会の開催について

昭和５５年度 (収)昭55.10. 9
スーパー林道関
係県連絡会会長

8569 22 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の10月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭55.11. 1
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 23 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の９月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭55.10. 4
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 24 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の８月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 6
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 25 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の７月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 4
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 26 スーパー林道雑件綴
昭和55年度天竜林道開設工事の６月分進捗状況報
告について

昭和５５年度 (収)昭55. 7. 3
森林開発公団浜
松建設事務所長

8569 27 スーパー林道雑件綴 林道天竜線推進協議会の幹事会の開催について 昭和５３年度 (収)昭54. 3.12
林道天竜線推進
協議会会長

8569 28 スーパー林道雑件綴
スーパー林道天竜線の東海自然歩道横断について
の現地調査について

昭和４９年度 (起)昭49.12. 5 治山課

8569 29 スーパー林道雑件綴
天竜・奥三河国定公園内立木竹の伐採について
（協議）

昭和４９年度 (収)昭49.12. 2
森林開発公団天
竜建設事務所長

8569 30 スーパー林道雑件綴 スーパー林道天竜線起点協議について 昭和４９年度 (起)昭49. 5.23 治山課

8570 1 スーパー林道実施計画変更関係綴
天竜林道開設及び改良事業実施計画の変更の公告
について

昭和５８年度 (収)昭59. 1.10
森林開発公団理
事長

8570 2 スーパー林道実施計画変更関係綴
天竜林道開設及び改良事業実施計画変更（案）の
知事協議について

昭和５８年度
(起)昭58.12.21
(決)昭58.12.21
(施)昭58.12.21

造林課

8570 3 スーパー林道実施計画変更関係綴
天竜林道開設及び改良事業実施計画の変更公告に
ついて

昭和５８年度 (起)昭58. 5. 6 造林課

8570 4 スーパー林道実施計画変更関係綴
天竜林道開設及び改良事業実施計画変更（案）の
公表について

昭和５８年度
(起)昭58.11.30
(決)昭58.12. 6

造林課

8570 5 スーパー林道実施計画変更関係綴
天竜林道開設及び改良事業実施計画の変更（案）
の知事協議について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.15
(決)昭58. 4.18
(施)昭58. 4.18

造林課

8570 6 スーパー林道実施計画変更関係綴
天竜林道（スーパー林道）開設及び改良事業実施
計画変更（案）の公表について

昭和５７年度 (起)昭58. 3.26 造林課

8570 7 スーパー林道実施計画変更関係綴
天竜林道（スーパー林道）実施計画の変更につい
て

昭和５７年度 (起)昭58. 3.22 造林課

8571 1 スーパー林道天竜線 写真 造林課

8572 1 スーパー林道位置図 位置図 造林課

8573 1 第３期山村振興計画 昭和57年度第三期山村振興計画の承認について 昭和５８年度 (起)昭58. 5.30 造林課

8573 2 第３期山村振興計画
昭和57年度第三期山村振興計画樹立地域に係る当
該計画案の検討について

昭和５７年度 (起)昭57.10.20 造林課
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8573 3 第３期山村振興計画 山村振興庁内連絡会担当者会議 昭和５７年度 (起)昭57. 8.11 造林課

8574 1 第３期山村振興計画の樹立
昭和58年度第三期山村振興計画樹立地域に係る当
該計画案の検討について（回答）

昭和５８年度
(起)昭58.11. 7
(決)昭58.11. 7
(施)昭58.11. 7

造林課

8575 1 林道打合せ関係 昭和58年度　林道事業打合せ会について 昭和５８年度
(起)昭59. 3. 5
(決)昭59. 3. 5
(施)昭59. 3. 5

造林課

8575 2 林道打合せ関係 林道事業打合せ会について 昭和５８年度
(起)昭58.10. 3
(決)昭58.10. 4
(施)昭58.10. 4

造林課

8575 3 林道打合せ関係 林道事業打合せ会について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.29
(決)昭58. 6.29
(施)昭58. 6.29

造林課

8575 4 林道打合せ関係 昭和57年度　林道事業打合せ会について 昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 2
(施)昭58. 3. 2

造林課

8575 5 林道打合せ関係 昭和57年度　林道事業打合せ会について 昭和５７年度
(起)昭57.11. 9
(決)昭57.11.10
(施)昭57.11.10

造林課

8575 6 林道打合せ関係 昭和57年度　林道事業打合せ会について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.11
(決)昭57. 8.11
(施)昭57. 8.11

造林課

8575 7 林道打合せ関係 林道事業打合せ会について 昭和５７年度
(起)昭57. 4. 1
(決)昭57. 4. 7
(施)昭57. 4. 7

造林課

8575 8 林道打合せ関係 林道事業打合せ会について 昭和５６年度
(起)昭56.10.21
(決)昭56.10.21
(施)昭56.10.21

造林課

8575 9 林道打合せ関係 民有林林道事業主管課長会議の出席人数について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.29
(決)昭56. 9.29
(施)昭56. 9.29

造林課

8575 10 林道打合せ関係 林道事業打合せ会について 昭和５６年度
(起)昭56. 9.28
(決)昭56. 9.28
(施)昭56. 9.28

造林課

8575 11 林道打合せ関係 林道事業打合せ会について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 4
(決)昭56. 4. 6
(施)昭56. 4. 6

造林課

8575 12 林道打合せ関係 林道事業打合せ会の資料について 昭和５６年度 (起)昭56. 4.14 造林課

8576 1 林道打合せ会 昭和59年度林道事業打合せ会議の開催について 昭和５９年度 (起)昭60. 2.21 造林課

8576 2 林道打合せ会
昭和60年度民有林林道事業に関する打合せ会議に
ついて

昭和５９年度 (収)昭60. 1.14 林野庁長官

8576 3 林道打合せ会 昭和59年度民有林林道事業主管課長会議 昭和５９年度 (収)昭59.11.28 林野庁

8576 4 林道打合せ会 林道担当課長会議の開催について 昭和５９年度 (起)昭59.10. 9 造林課

8576 5 林道打合せ会 簡易林道に関する説明会について 昭和５９年度 (起)昭59. 8. 2 造林課

8576 6 林道打合せ会 復命書（民有林林道担当者会議） 昭和５９年度 (起)昭59. 7.20 造林課

8576 7 林道打合せ会 昭和59年度民有林林道事業主管課長会議 昭和５９年度 (収)昭59. 6.15 林野庁
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8576 8 林道打合せ会 林道事業打合せ会について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2
(施)昭59. 4. 2

造林課

8577 1 森林病害虫等防除事業例規集 森林病害虫等防除事業例規集 昭和４５年度 農林水産部

8578 1 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等防除事業確認調査及び補助金
査定内規に基づく昭和58年度秋期事業標準単価に
ついて

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 7
(決)昭58. 9. 8
(施)昭58. 9. 8

造林課

8578 2 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等防除事業検査及び補助金査定
内規の改正について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

造林課

8578 3 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等防除事業検査及び補助金査定
内規に基づく昭和58年度春期事業標準経費につい
て

昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.13
(施)昭58. 5.13

造林課

8578 4 森林病害虫防除例規（県）１ 静岡県森林病害虫等検査規程の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58. 3.25
(決)昭58. 3.28
(施)昭58. 4. 5

造林課

8578 5 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等防除事業検査及び補助金査定
内規に基づく昭和57年度特別伐採駆除標準経費に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57.12. 1
(決)昭57.12. 1
(施)昭57.12. 2

造林課

8578 6 森林病害虫防除例規（県）１
昭和57年度県単独松くい虫防除促進総合対策事業
の実施方法及び実施単価の協議について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 1
(決)昭57.12. 1
(施)昭57.12. 1

造林課

8578 7 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等防除事業検査及び補助金査定
内規に基づく昭和57年度春期事業標準経費につい
て

昭和５７年度
(起)昭57. 5.10
(決)昭57. 5.10
(施)昭57. 5.10

造林課

8578 8 森林病害虫防除例規（県）１
松くい虫防除事業における伐根による出来高数量
の確認について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.22
(決)昭56.10. 1
(施)昭56.10. 1

造林課

8578 9 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等防除事業検査及び補助金査定
内規に基づく昭和55年度秋期事業標準経費につい
て

昭和５５年度
(起)昭55. 8.30
(決)昭55. 8.30
(施)昭55. 8.30

造林課

8578 10 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等防除事業検査及び補助金査定
内規に基づく昭和54年度標準経費について

昭和５４年度
(起)昭54. 8.31
(決)昭54. 8.31
(施)昭54. 8.31

造林課

8578 11 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等防除事業検査及び補助金査定
内規に基づく昭和54年度標準経費について

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 5
(決)昭54. 4. 5
(施)昭54. 4. 5

造林課

8578 12 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県松くい虫防除事業監督・検査内規の改正に
ついて

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 7
(決)昭53. 9.13
(施)昭53. 9.14

造林課

8578 13 森林病害虫防除例規（県）１ 静岡県松くい虫防除事業監督・検査内規について 昭和５２年度
(起)昭52. 9.29
(決)昭52. 9.29
(施)昭52. 9.29

造林課

8578 14 森林病害虫防除例規（県）１ 野うさぎ等動物被害防除事業の運用について 昭和５１年度
(起)昭51. 8.28
(決)昭51. 9.10
(施)昭51. 9.10

造林課

8578 15 森林病害虫防除例規（県）１
松くい虫等その他森林病害虫の駆除予防に関する
法律施行細則の全部改正について

昭和５０年度
(起)昭50.12.10
(決)昭51. 3. 4
(施)昭51. 3.12

造林課

8578 16 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県国営松くい虫等防除事業委託要綱の制定に
ついて

昭和５０年度
(起)昭50. 4. 1
(決)昭50. 4.15
(施)昭50. 4.15

造林課

8578 17 森林病害虫防除例規（県）１
森林病害虫等防除事業における補助対象薬剤の指
定と使用基準について

昭和４９年度
(起)昭49. 6.19
(決)昭49. 6.21
(施)昭49. 6.21

造林課
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8578 18 森林病害虫防除例規（県）１ 昭和48年度松くい虫発生予察事業の実施について 昭和４８年度
(起)昭48. 4. 9
(決)昭48. 4.16
(施)昭48. 4.16

造林課

8578 19 森林病害虫防除例規（県）１
静岡県森林病害虫等発生予察事業実施要領の一部
改正について

昭和４６年度
(起)昭46. 9.14
(決)昭46. 9.17
(施)昭46. 9.17

造林課

8579 1 森林病害虫防除例規（県）２
静岡県松くい虫防除事業実施要領等の改正につい
て

昭和５３年度
(起)昭53. 9. 1
(決)昭53. 9.20
(施)昭53. 9.22

造林課

8579 2 森林病害虫防除例規（県）２ 静岡県松くい虫防除事業実施要領の制定について 昭和５２年度
(起)昭52. 8.23
(決)昭52. 9.21
(施)昭52. 9.22

造林課

8580 1 森林病害虫防除例規（県）３
静岡県単独松くい虫防除促進総合対策事業実施要
領の改正について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.10
(決)昭59. 8.24
(施)昭59. 8.24

造林課

8580 2 森林病害虫防除例規（県）３
昭和58年度県単独松くい虫防除促進総合対策事業
の実施方法及び実施単価の協議について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.30
(決)昭58.10. 1
(施)昭58.10. 1

造林課

8580 3 森林病害虫防除例規（県）３
県単独松くい虫防除促進総合対策事業実施要領の
改正について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.28
(決)昭58. 8. 5
(施)昭58. 8. 5

造林課

8580 4 森林病害虫防除例規（県）３
静岡県単独松くい虫防除促進総合対策事業実施要
領の改正について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.10
(決)昭58. 3.10
(施)昭58. 3.10

造林課

8580 5 森林病害虫防除例規（県）３
県単独松くい虫防除促進総合対策事業被害木調査
に係る標準経費について

昭和５７年度
(起)昭57. 9. 1
(決)昭57. 9. 1
(施)昭57. 9. 1

造林課

8580 6 森林病害虫防除例規（県）３
県単独松くい虫防除促進総合対策事業被害木調査
に係る標準経費について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.27
(決)昭56. 8.27
(施)昭56. 8.27

造林課

8580 7 森林病害虫防除例規（県）３
静岡県単独松くい虫防除促進総合対策事業の実施
要領について

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 9
(決)昭56. 6.19
(施)昭56. 6.19

造林課

8580 8 森林病害虫防除例規（県）３
県単独松くい虫防除促進総合対策事業の実施につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 5. 1
(決)昭56. 5. 1
(施)昭56. 5. 1

造林課

8580 9 森林病害虫防除例規（県）３ 松くい虫防除事業被害木調査の実施について 昭和５４年度
(起)昭54. 7.19
(決)昭54. 7.21
(施)昭54. 7.23

造林課

8580 10 森林病害虫防除例規（県）３
県単独松くい虫激害対策事業・立木駆除材薬剤再
処理の実施について

昭和５４年度
(起)昭54. 4. 5
(決)昭54. 4. 5
(施)昭54. 4. 5

造林課

8580 11 森林病害虫防除例規（県）３ 県単独松くい虫激害対策事業の実施について 昭和５４年度
(起)昭54. 4.19
(決)昭54. 4.20
(施)昭54. 4.20

造林課

8580 12 森林病害虫防除例規（県）３ 静岡県名松保護事業実施要領の制定について 昭和５３年度
(起)昭53. 4. 7
(決)昭53. 4.10
(施)昭53. 4.10

造林課

8581 1 漁業共済組合規程の一部変更
静岡県漁業共済組合の共済規程の一部変更の認可
について

昭和５８年度 (収)昭58. 7. 2 水産庁長官

8581 2 漁業共済組合規程の一部変更
静岡県漁業共済組合の定款の一部変更の認可につ
いて

昭和５８年度 (収)昭58. 7. 2 水産庁長官

8581 3 漁業共済組合規程の一部変更
静岡県漁業共済組合定款及び共済規程変更認可申
請書の提出について（進達）

昭和５８年度
(起)昭58. 6.15
(決)昭58. 6.15
(施)昭58. 6.15

水産課

8581 4 漁業共済組合規程の一部変更
静岡県漁業共済組合の共済規程の一部変更の認可
について

昭和５７年度 (収)昭57.10.16 水産庁長官

8581 5 漁業共済組合規程の一部変更 漁業共済組合模範共済規程例の改正について 昭和５７年度 (収)昭57.10. 1
農林水産事務次
官
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8581 6 漁業共済組合規程の一部変更
静岡県漁業共済組合共済規程変更認可申請書の提
出について（進達）

昭和５７年度
(起)昭57. 9.28
(決)昭57. 9.29
(施)昭57. 9.29

水産課

8582 1 昭和58災災害関係綴
昭和58年発生漁港関係公共土木施設災害復旧事業
費の決定通知について

昭和５８年度 (収)昭58.12. 9 農林水産大臣

8582 2 昭和58災災害関係綴
昭和58年度漁港関係災害復旧事業費国庫負担金の
割当内示額の変更について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 9
(決)昭59. 3.10
(施)昭59. 3.10

漁港課

8582 3 昭和58災災害関係綴
昭和58年度漁港関係災害復旧事業費国庫負担金の
割当内示額の変更について

昭和５８年度
(起)昭58.11.17
(決)昭58.11.18
(施)昭58.11.18

漁港課

8582 4 昭和58災災害関係綴
昭和58年発生漁港関係公共土木施設災害復旧事業
費国庫負担申請について

昭和５８年度
(起)昭58.10. 9
(決)昭58.10.14
(施)昭58.10.17

漁港課

8582 5 昭和58災災害関係綴
昭和58年度漁港関係災害復旧事業費国庫負担金の
割当内示額の変更について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.12
(決)昭58. 9.13

漁港課

8582 6 昭和58災災害関係綴
昭和58年台風５号及び６号災害の目論見書の提出
依頼について

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 5
(決)昭58. 9. 6
(施)昭58. 9. 6

漁港課

8582 7 昭和58災災害関係綴
「漁港関係公共土木施設災害状況報告書」の提出
について

昭和５８年度
(起)昭58. 9. 2
(決)昭58. 9. 3
(施)昭58. 9. 5

漁港課

8582 8 昭和58災災害関係綴
昭和58年度漁港関係災害復旧事業等の変更実施要
望について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 8
(決)昭58. 8. 9
(施)昭58. 8. 9

漁港課

8582 9 昭和58災災害関係綴
昭和58年度漁港関係災害復旧事業費国庫負担金の
割当内示について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.18

漁港課

8582 10 昭和58災災害関係綴
昭和58年度漁港関係災害復旧事業費国庫債務負担
行為額の割当内示について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 7
(決)昭59. 3. 8
(施)昭59. 3. 8

漁港課

8583 1 昭和58年度再調査（56・57災）
昭和58年漁港関係公共土木施設災害復旧事業の再
調査申請について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.17
(決)昭58. 6.17
(施)昭58. 6.17

漁港課

8583 2 昭和58年度再調査（56・57災）
漁港関係公共土木施設災害復旧事業の昭和58年再
調査について

昭和５８年度
(起)昭58. 6. 2
(決)昭58. 6. 2

漁港課

8584 1 昭和58年災害再調査 昭和57年災復旧工事再査定設計書他 昭和５８年度 漁港課

8585 1 昭和59年災害再調査 昭和58年災復旧工事再査定設計書他 昭和５９年度 漁港課

8586 1 昭和59年災災害関係綴
昭和59年度漁港関係災害復旧事業費国庫負担金の
割当内示の変更に伴う変更実施計画票の提出につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.10.30
(決)昭59.10.30
(施)昭59.10.30

漁港課

8586 2 昭和59年災災害関係綴
昭和59年度漁港関係災害復旧事業等の変更実施要
望資料の提出について（回答）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.26 漁港課

8586 3 昭和59年災災害関係綴
昭和59年度漁港関係災害復旧事業等の実施要望額
資料の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.24
(決)昭59. 2.29
(施)昭59. 2.29

漁港課

8586 4 昭和59年災災害関係綴
昭和59年度漁港関係災害復旧事業費等国庫負担金
の割当内示について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.15
(決)昭59. 4.16
(施)昭59. 4.16

漁港課

8587 1 昭和54年災台風20号妻良災害 妻良漁港南防波堤災害復旧断面について 昭和５４年度 漁港課
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8588 1 昭和58年災災害査定 漁港関係公共土木施設災害復旧工事の査定 昭和５８年度 漁港課

8589 1 昭和58年災災害査定綴 昭和58年災　災害査定日程関係 昭和５８年度 漁港課

8590 1 昭和59年度災害再調
漁港関係公共土木施設災害復旧工事の再調査につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59. 5.21 水産庁

8591 1
国有財産（廃道敷）譲与申請書
（１）

道路法第94条第２項の規程による国有財産（廃道
敷）の譲与について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 5
(決)昭59.10.12
(施)昭59.10.18

公共用地課

8592 1
国有財産（廃道敷）譲与申請書
（２）

道路法第94条第２項の規程による国有財産（廃道
敷）の譲与について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 8
(決)昭59.10.11
(施)昭59.10.11

公共用地課

8593 1
国有財産（廃道敷）譲与申請書
（３）

道路法第94条第２項の規程による国有財産（廃道
敷）の譲与について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 6
(決)昭59.10.11
(施)昭59.10.11

公共用地課

8594 1
道路法第94条第２項の規定による
国有財産の譲与

道路法第94条第２項の規程による国有財産（廃道
敷）の譲与について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.15
(決)昭59. 6.25
(施)昭59. 6.27

公共用地課

8595 1 国有財産譲与申請書
公共用財産の用途廃止及び道路法第94条第２項の
規程に基づく譲与について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.23
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 5. 1

公共用地課

8596 1 大井川交換申請書 登記完了届 昭和５８年度 (収)昭59. 1.20 静岡県企業局

8596 2 大井川交換申請書
国有財産法第27条の規程に基づく国有財産の交換
について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 6
(決)昭58.12.17
(施)昭58.12.17

公共用地課

8597 1 国有財産交換申請書 登記完了の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.10 藤枝土木事務所

8597 2 国有財産交換申請書 国有財産の交換について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 3.29
(施)昭60. 3.30

公共用地課

8598 1 寄付申込書・㈱中部電力 寄附の受納について（伺） 昭和５９年度
(起)昭59. 4.23
(決)昭59. 4.26
(施)昭59. 4.26

公共用地課

8599 1
土地改良法第50条規定に基づく譲
与申請書・浜松市

土地改良法第50条の規定に基づく国有地の譲与及
び国有地への編入（寄附）契約について

昭和５９年度
(起)昭59.11.26
(決)昭59.12. 1
(施)昭59.12. 3

公共用地課

8600 1 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭60. 2. 5
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8600 2 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭59.12.27
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8600 3 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭59. 7.26
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8600 4 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭59.12.27
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8600 5 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭60. 2. 6
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長
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8600 6 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭60. 1.21
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8600 7 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭59.12.27
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8600 8 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭59.12.27
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8600 9 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭59.12.27
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8600 10 道路法94条協議・静岡財務事務所 道路法第94条協議について 昭和５９年度 (収)昭59.12.27
大蔵省東海財務
局静岡財務事務
所長

8601 1
清水港公害防止対策事業補助金等
交付申請書

昭和59年度清水港公害防止対策事業に係る補助金
の交付決定について

昭和５９年度 港湾課

8602 1
清水港公害防止対策事業補助金等
増額交付申請書

昭和59年度清水港公害防止対策事業に係る補助金
の増額交付決定について

昭和５９年度 港湾課

8603 1
清水港廃棄物処理事業補助金等交
付申請書

昭和59年度清水港廃棄物処理事業他５事業に係る
補助金交付申請書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.19
(決)昭59. 5.21
(施)昭59. 5.21

港湾課

8604 1
清水港廃棄物処理事業補助金等増
額交付申請書

昭和59年度清水港廃棄物処理事業に係る補助金等
増額交付申請書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.16
(決)昭60. 1.18
(施)昭60. 1.18

港湾課

8605 1
清水港廃棄物処理事業　外周護岸
（Ｃ）基礎工（その５）

昭和59年度清水港廃棄物処理事業（外周埋立護岸
Ｃ）基礎工工事（その５）

昭和５９年度 港湾課

8606 1
清水港廃棄物処理事業　外周護岸
（Ｃ）基礎工（その４）

昭和59年度清水港廃棄物処理事業（外周埋立護岸
Ｃ）基礎工工事（その４）

昭和５９年度 港湾課

8607 1
清水港廃棄物処理事業早期着工協
議計画書

昭和59年度清水港廃棄物処理事業早期着工協議計
画書ケーソン製作工事

昭和５９年度 港湾課

8608 1
清水港港湾改修事業早期着工協議
計画書

昭和59年度清水港改修（特重）事業　早期着工協
議計画書

昭和５９年度 港湾課

8609 1
清水港改修（特重）事業補助金等
交付申請書

昭和59年度　補助金等交付申請書の提出について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.19
(決)昭59. 5.21
(施)昭59. 5.21

港湾課

8610 1
清水港改修（特重）事業補助金等
増額交付申請書

昭和59年度　補助金等増額交付申請書の提出につ
いて、清水港改修（特重）、御前崎港・宇久須港
（高潮）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.17
(決)昭59. 9.20
(施)昭59. 9.20

港湾課

8611 1
清水港改修（特重）事業補助金等
増額交付申請書（第２回）

昭和59年度補助金等増額交付申請書（提出）につ
いて（清水港改修（特重）・相良港改修（地
方））

昭和５９年度
(起)昭59.10.29
(決)昭59.10.31
(施)昭59.10.31

港湾課

8612 1
清水港改修（特重）事業補助金等
増額交付申請書（第３回）

昭和59年度補助金等増額交付申請書の提出につい
て（清水港改修（特重））

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 6
(決)昭60. 2. 6
(施)昭60. 2. 6

港湾課

8613 1
清水港改修（局改）事業補助金等
交付申請書

補助金交付申請書 昭和５９年度 港湾課

8614 1
田子の浦港港湾（局改）事業補助
金等交付申請書

補助金交付申請書 昭和５９年度 港湾課
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8615 1
田子の浦港港湾（局改）事業補助
金等（計画変更）交付申請書

昭和59年度補助金等増額交付申請書の提出につい
て（田子の浦港改修事業計画（計画変更））

昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.24

港湾課

8616 1
御前崎港港湾計画調査事業補助金
等交付申請書

昭和59年度補助金等交付申請書の提出について
（御前崎港港湾計画調査事業）

昭和５９年度
(起)昭59.12. 4
(決)昭59.12. 4
(施)昭59.12. 5

港湾課

8617 1
御前崎港改修（重要）事業補助金
等交付申請書

補助金交付申請書 昭和５９年度 港湾課

8618 1
懸案事項検討資料綴・流域下水道
草薙運動場管理

「総合委託法人の設立」・「草薙総合運動場の管
理運営業務の委託」について

昭和５９年度 下水道課

8618 2
懸案事項検討資料綴・流域下水道
草薙運動場管理

流域下水道関係 昭和５９年度 下水道課

8619 1 土地利用審査会会長会議 復命書（土地利用審査会会長会議） 昭和５９年度 (起)昭59.12.15 土地対策課

8619 2 土地利用審査会会長会議 復命書（土地利用審査会会長会議） 昭和６０年度 (起)昭60.12. 5 土地対策課

8619 3 土地利用審査会会長会議 復命書（土地利用審査会会長会議） 昭和６１年度 (起)昭62. 3.28 土地対策課

8619 4 土地利用審査会会長会議 復命書（土地利用審査会会長会議） 昭和６２年度 (起)昭63. 3.17 土地対策課

8620 1 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年３月６日第9633号） 昭和５８年度 計画課

8620 2 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年２月28日第9631号） 昭和５８年度 計画課

8620 3 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年２月24日第9630号） 昭和５８年度 計画課

8620 4 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年２月21日第9629号） 昭和５８年度 計画課

8620 5 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年２月14日第9627号） 昭和５８年度 計画課

8620 6 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年１月17日第9619号） 昭和５８年度 計画課

8620 7 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年１月10日第9617号） 昭和５８年度 計画課

8620 8 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年１月６日第9616号） 昭和５８年度 計画課

8620 9 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年12月27日第9615号） 昭和５８年度 計画課

8620 10 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年12月23日第9614号） 昭和５８年度 計画課

8620 11 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年12月13日第9611号） 昭和５８年度 計画課

8620 12 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年12月16日第9612号） 昭和５８年度 計画課
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8620 13 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年12月２日第9608号） 昭和５８年度 計画課

8620 14 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年11月29日第9607号） 昭和５８年度 計画課

8620 15 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年11月15日第9603号） 昭和５８年度 計画課

8620 16 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年11月11日第9602号） 昭和５８年度 計画課

8620 17 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年11月８日第9601号） 昭和５８年度 計画課

8620 18 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年11月４日第9600号） 昭和５８年度 計画課

8620 19 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年11月１日第9599号） 昭和５８年度 計画課

8620 20 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年10月21日第9596号） 昭和５８年度 計画課

8620 21 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年10月18日第9595号） 昭和５８年度 計画課

8620 22 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年10月14日第9594号） 昭和５８年度 計画課

8620 23 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年10月４日第9591号） 昭和５８年度 計画課

8620 24 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年９月30日第9590号） 昭和５８年度 計画課

8620 25 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年９月４日号外） 昭和５８年度 計画課

8620 26 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年９月13日第9588号） 昭和５８年度 計画課

8620 27 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年８月26日第9581号） 昭和５８年度 計画課

8620 28 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年８月30日第9582号） 昭和５８年度 計画課

8620 29 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年８月23日第9580号） 昭和５８年度 計画課

8620 30 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年８月16日第9578号） 昭和５８年度 計画課

8620 31 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年８月12日第9577号） 昭和５８年度 計画課

8620 32 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年８月９日第9576号） 昭和５８年度 計画課

8620 33 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年８月５日第9575号） 昭和５８年度 計画課
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8620 34 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年８月２日第9574号） 昭和５８年度 計画課

8620 35 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年７月15日第9569号） 昭和５８年度 計画課

8620 36 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年７月８日第9567号） 昭和５８年度 計画課

8620 37 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年７月１日第9565号） 昭和５８年度 計画課

8620 38 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年６月17日第9561号） 昭和５８年度 計画課

8620 39 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年６月10日第9559号） 昭和５８年度 計画課

8620 40 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年６月17日第9561号） 昭和５８年度 計画課

8620 41 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年６月14日第9560号） 昭和５８年度 計画課

8620 42 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年６月７日第9558号） 昭和５８年度 計画課

8620 43 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年５月31日第9556号） 昭和５８年度 計画課

8620 44 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年５月17日第9552号） 昭和５８年度 計画課

8620 45 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年５月13日第9551号） 昭和５８年度 計画課

8620 46 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年５月４日号外） 昭和５８年度 計画課

8620 47 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年４月30日号外） 昭和５８年度 計画課

8620 48 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年４月22日第9547号） 昭和５８年度 計画課

8620 49 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年４月19日第9546号） 昭和５８年度 計画課

8620 50 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年４月８日第9543号） 昭和５８年度 計画課

8620 51 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年４月５日第9542号） 昭和５８年度 計画課

8620 52 昭和58年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和58年４月１日第9541号） 昭和５８年度 計画課

8621 1 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年４月３日第9640号） 昭和５９年度 計画課

8621 2 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年４月６日第9641号） 昭和５９年度 計画課
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8621 3 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年４月13日第9643号） 昭和５９年度 計画課

8621 4 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年４月20日第9645号） 昭和５９年度 計画課

8621 5 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年４月20日第9645号） 昭和５９年度 計画課

8621 6 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年５月11日第9651号） 昭和５９年度 計画課

8621 7 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年５月８日第9650号） 昭和５９年度 計画課

8621 8 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年５月15日第9652号） 昭和５９年度 計画課

8621 9 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年５月25日第9655号） 昭和５９年度 計画課

8621 10 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年５月22日第9654号） 昭和５９年度 計画課

8621 11 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年６月15日第9661号） 昭和５９年度 計画課

8621 12 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年６月22日第9663号） 昭和５９年度 計画課

8621 13 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年６月26日第9664号） 昭和５９年度 計画課

8621 14 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年７月３日第9666号） 昭和５９年度 計画課

8621 15 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年７月12日号外） 昭和５９年度 計画課

8621 16 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年７月17日第9670号） 昭和５９年度 計画課

8621 17 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年７月20日第9671号） 昭和５９年度 計画課

8621 18 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年７月27日第9673号） 昭和５９年度 計画課

8621 19 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年８月３日第9675号） 昭和５９年度 計画課

8621 20 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年８月３日第9675号） 昭和５９年度 計画課

8621 21 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年８月10日第9677号） 昭和５９年度 計画課

8621 22 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年８月14日第9678号） 昭和５９年度 計画課

8621 23 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年８月24日第9681号） 昭和５９年度 計画課
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8621 24 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年８月31日第9683号） 昭和５９年度 計画課

8621 25 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年９月11日第9686号） 昭和５９年度 計画課

8621 26 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年９月14日第9687号） 昭和５９年度 計画課

8621 27 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年９月18日第9688号） 昭和５９年度 計画課

8621 28 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年９月21日第9689号） 昭和５９年度 計画課

8621 29 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年９月25日第9690号） 昭和５９年度 計画課

8621 30 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年９月28日第9691号） 昭和５９年度 計画課

8621 31 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年10月２日第9692号） 昭和５９年度 計画課

8621 32 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年10月５日第9693号） 昭和５９年度 計画課

8621 33 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年10月９日第9694号） 昭和５９年度 計画課

8621 34 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年10月12日第9695号） 昭和５９年度 計画課

8621 35 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年10月16日第9696号） 昭和５９年度 計画課

8621 36 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年10月23日第9698号） 昭和５９年度 計画課

8621 37 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年11月６日第9702号） 昭和５９年度 計画課

8621 38 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年10月30日第9700号） 昭和５９年度 計画課

8621 39 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年11月13日第9704号） 昭和５９年度 計画課

8621 40 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年11月20日第9706号） 昭和５９年度 計画課

8621 41 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年11月27日第9707号） 昭和５９年度 計画課

8621 42 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年11月30日第9708号） 昭和５９年度 計画課

8621 43 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年12月11日第9711号） 昭和５９年度 計画課

8621 44 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年12月25日第9715号） 昭和５９年度 計画課
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8621 45 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和59年12月25日第9715号） 昭和５９年度 計画課

8621 46 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和60年１月11日第9719号） 昭和５９年度 計画課

8621 47 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和60年１月16日号外） 昭和５９年度 計画課

8621 48 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和60年１月18日第9720号） 昭和５９年度 計画課

8621 49 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和60年１月25日第9722号） 昭和５９年度 計画課

8621 50 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和60年２月８日第9726号） 昭和５９年度 計画課

8621 51 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和60年２月５日第9725号） 昭和５９年度 計画課

8621 52 昭和59年度区画整理公告綴 静岡県公報（昭和60年２月15日第9728号） 昭和５９年度 計画課

8622 1
風致地区内行為許可申請書 興誠
高校

風致地区内行為について（許可） 昭和５８年度
(起)昭58. 6.22
(決)昭58. 6.23
(施)昭58. 6.23

都市整備課

8623 1
風致地区内行為許可申請書 日本
平ホテル

風致地区内行為について（許可） 昭和５８年度
(起)昭58.11. 1
(決)昭58.11. 2
(施)昭58.11. 4

都市整備課

8624 1
風致地区内行為許可申請書 有度
山

住宅造成地区内の電柱の新設 昭和５８年度
(起)昭59. 3.12
(決)昭59. 3.15
(施)昭59. 3.19

都市整備課

8624 2
風致地区内行為許可申請書 有度
山

観光案内の工作物の設置 昭和５８年度 (収)昭58. 8.30 静岡土木事務所

8625 1
風致地区内行為許可申請書 舞阪
表浜

風致地区内行為について（許可） 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 9
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

都市整備課

8626 1
風致地区内行為許可申請書 第二
佐鳴湖パークタウン

風致地区内行為について（許可） 昭和５８年度
(起)昭58.11. 7
(決)昭58.11.10
(施)昭58.11.10

都市整備課

8627 1
風致地区内行為許可申請書 洋光
台

風致地区内行為について（応諾） 昭和５８年度
(起)昭58.12. 5
(決)昭58.12. 6
(施)昭58.12. 8

都市整備課

8628 1
風致地区決定状況及び許可状況調
書

風致地区現況調査表

8628 2
風致地区決定状況及び許可状況調
書

風致地区決定状況及び風致地区内における行為の
許可状況等について（報告）

昭和５６年度 (収)昭56. 8.17 沼津市長

8628 3
風致地区決定状況及び許可状況調
書

風致地区決定状況及び風致地区内における行為の
許可状況について（回答）

昭和５６年度 (収)昭56. 8.14 富士宮市長

8628 4
風致地区決定状況及び許可状況調
書

風致地区決定状況及び風致地区内における行為の
許可状況等について（回答）

昭和５６年度 (収)昭56. 8.17 清水市長

8628 5
風致地区決定状況及び許可状況調
書

風致地区決定状況及び風致地区内における行為の
許可状況等について（回答）

昭和５６年度 (収)昭56. 8.12 伊豆長岡町長

8628 6
風致地区決定状況及び許可状況調
書

風致地区決定状況及び風致地区内における行為の
許可状況等について（回答）

昭和５６年度 (収)昭56. 8.17 新居町長
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8629 1 風致地区担当者打合せ会綴 風致地区担当者会議 昭和５９年度 (起)昭59. 5.23 都市整備課

8629 2 風致地区担当者打合せ会綴 風致地区条例集 都市整備課

8630 1
がけ地近接等危険住宅移転事業補
助金交付要綱改正等通知

がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱及びがけ地
近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の一部改
正について（通知）

昭和５９年度
(起)昭59. 4.23
(決)昭59. 4.28

住宅企画課

8631 1 公営住宅等に関する調査
「公営住宅の現状等に関する調査」のうち調査Ⅱ
－１「建設動向調査」の確認について

昭和５９年度 (収)昭60. 2.26
建設省住宅局住
宅建設課

8632 1 公営住宅等の現状等に関する調査
復命書（「公営住宅の現状等に関する調査」結果
中間報告会）

昭和５９年度 (起)昭60. 3.26 住宅企画課

8632 2 公営住宅等の現状等に関する調査 公営住宅の現状等に関する調査について（回答） 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 5
(決)昭60. 1.12
(施)昭60. 1.12

住宅企画課

8632 3 公営住宅等の現状等に関する調査 公営住宅の現状等に関する調査について 昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.12. 4
(施)昭59.12. 4

住宅企画課

8632 4 公営住宅等の現状等に関する調査 公営住宅の現状等に関する調査について 昭和５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.11.28
(施)昭59.11.28

住宅企画課

8633 1 がけ採択についての照会綴 がけ地近接危険住宅移転事業指導について 昭和５５年度 (収)昭55. 8.28
下田土木事務所
建築住宅課長

8633 2 がけ採択についての照会綴 昭和55年度がけ地近接危険住宅移転事業について 昭和５５年度 (収)昭55. 5.13
下田土木事務所
長

8634 1 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭59. 2.29 砂防課

8634 2 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭59. 2.10 建築課

8634 3 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭59. 2. 9 砂防課

8634 4 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭59. 2. 3 砂防課

8634 5 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭59. 2. 1 砂防課

8634 6 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭59. 1.31 砂防課

8634 7 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭59. 1.13 砂防課

8634 8 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭59. 1.27 建築課

8634 9 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58.12. 6 建築課

8634 10 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58.12. 6 砂防課
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8634 11 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58.11.16 砂防課

8634 12 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58.10.25 砂防課

8634 13 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 9.24 砂防課

8634 14 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 9.26 建築課

8634 15 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 8. 8 砂防課

8634 16 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 7.14 建築課

8634 17 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 7 建築課

8634 18 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 4.26 建築課

8634 19 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 1 建築課

8634 20 災害危険区域及び急傾斜指定 災害危険区域の指定について（通知） 昭和５７年度 (収)昭58. 2.16 建築課

8634 21 災害危険区域及び急傾斜指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定について（通知） 昭和５７年度 (収)昭57.10.14 砂防課

8635 1 台風被害綴（１） 昭和57年における災害の状況 昭和５７年度

8636 1 台風被害綴（２） 災害報告書の送付について 昭和５７年度 (収)昭57. 9. 1
熱海土木事務所
長

8636 2 台風被害綴（２） 台風10号による建築物被災状況について（報告） 昭和５７年度 (収)昭57. 8.18
下田土木事務所
長

8636 3 台風被害綴（２） 台風18号による建築物被災状況 昭和５７年度

8637 1
清水合同庁舎建築改修工事請負契
約書

昭和59年度清水合同庁舎建築改修工事請負契約書 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 2
鈴与建設株式会
社

8638 1
伊東城ヶ崎高等学校建築工事請負
契約書

建築工事請負契約書 昭和５９年度 (施)昭59. 7. 2 営繕課

8639 1
中央養護学校体育館建築工事請負
契約書

建築工事請負契約書 昭和５９年度 (施)昭59. 8.11 営繕課

8640 1 研究指定校（県教委）
昭和60年度静岡県教育研究指定校連絡指定校の開
催について（通知）

昭和５９年度
(起)昭60. 3.14
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.18

義務教育課

8640 2 研究指定校（県教委）
昭和60・61年度静岡県教育研究指定校の推薦につ
いて（依頼）

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 7
(施)昭60. 3. 7

義務教育課
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8640 3 研究指定校（県教委）
昭和59年度（昭和59・60年度指定）静岡県幼稚
園・小・中学校教育研究指定校設置運営要項の改
訂について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 7
(施)昭60. 3. 7

義務教育課

8640 4 研究指定校（県教委） 昭和60年度教育研究指定校について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.14
(決)昭60. 1.16
(施)昭60. 1.16

義務教育課

8640 5 研究指定校（県教委）
昭和59年度で指定を終わる研究指定校・園への感
謝状の授与について

昭和５９年度
(起)昭59.11.28
(決)昭59.12. 7
(施)昭59.12.19

義務教育課

8640 6 研究指定校（県教委）
昭和59年度教育研究指定校研究発表会の概要報告
について

昭和５９年度
(起)昭59.12.15
(決)昭59.12.17
(施)昭59.12.19

義務教育課

8640 7 研究指定校（県教委）
昭和59年度静岡県教育委員会教育研究協力校の指
定書交付について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 6
(決)昭59.10. 6
(施)昭59.10. 6

義務教育課

8640 8 研究指定校（県教委）
地教委指定教育研究校・園の実態について（依
頼）

昭和５９年度
(起)昭59.10.22
(決)昭59.10.22
(施)昭59.10.22

義務教育課

8640 9 研究指定校（県教委）
昭和59年度静岡県教育委員会教育研究指定校
（園）の指定書交付について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 5
(決)昭59. 4. 8
(施)昭59. 4.17

義務教育課

8641 1 研究指定校（文部省）
昭和58・59年度中学校教育課程研究指定校の研究
成果報告書について

昭和５９年度 (起)昭60. 3.23 義務教育課

8641 2 研究指定校（文部省）
昭和59・60年度勤労生産学習研究推進校の中間報
告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.14
(決)昭60. 1.17
(施)昭60. 1.18

義務教育課

8641 3 研究指定校（文部省） 復命書（勤労生産学習研究推進校連絡協議会） 昭和５９年度 (起)昭59. 5.21 義務教育課

8641 4 研究指定校（文部省）
昭和59・60年度勤労生産学習研究指定校の指定に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 9
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5. 9

義務教育課

8641 5 研究指定校（文部省）
昭和59・60年度勤労生産学習研究推進校の指定に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 6
(決)昭59. 5. 9
(施)昭59. 5. 9

義務教育課

8641 6 研究指定校（文部省）
昭和60・61年度小学校教育課程研究指定校の指定
について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.14
(決)昭60. 3.15
(施)昭60. 3.15

義務教育課

8641 7 研究指定校（文部省）
昭和60・61年度小学校教育課程研究指定校の推薦
について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 1
(決)昭60. 3. 3
(施)昭60. 3. 5

義務教育課

8641 8 研究指定校（文部省）
昭和60・61年度中学校教育課程研究指定校の推薦
について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.20
(決)昭60. 2.20
(施)昭60. 2.20

義務教育課

8641 9 研究指定校（文部省）
昭和60・61年度小学校教育課程研究指定校の推薦
について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.25
(決)昭60. 1.28
(施)昭60. 1.28

義務教育課

8641 10 研究指定校（文部省）
昭和60・61年度中学校教育課程研究指定校の推薦
について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.14
(決)昭60. 1.16
(施)昭60. 1.16

義務教育課

8641 11 研究指定校（文部省）
昭和60・61年度小学校教育課程研究指定校の推薦
について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 8
(決)昭60. 1.10
(施)昭60. 1.10

義務教育課

8641 12 研究指定校（文部省） 昭和60年度研究開発学校実施希望調査について 昭和５９年度 (収)昭59.12.10
文部省初等中等
教育局高等学校
課長

8641 13 研究指定校（文部省）
昭和58・59年度小学校教育課程指定校の研究報告
書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 2
(決)昭60. 3. 2
(施)昭60. 3. 2

義務教育課
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8641 14 研究指定校（文部省）
昭和58・59年度中学校教育課程研究指定校の研究
成果報告書について

昭和５９年度 (起)昭59.12.13 義務教育課

8641 15 研究指定校（文部省）
中学校教育課程実施状況調査研究協力校の調査研
究報告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 5
(決)昭59. 6. 9
(施)昭59. 6. 9

義務教育課

8642 1 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育公務員弘済会による教育研
究奨励賞受賞者の決定並びに奨励賞授与式の開催
について

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.20
(施)昭60. 2.20

義務教育課

8642 2 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育公務員弘済会による教育研
究奨励賞受賞者の決定並びに奨励賞授与式の開催
について（通知）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 7
(決)昭60. 2.20
(施)昭60. 2.20

義務教育課

8642 3 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育公務員弘済会教育研究奨励
金交付対象候補者の推薦について

昭和５９年度
(起)昭59.12.17
(決)昭59.12.26
(施)昭59.12.26

義務教育課

8642 4 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞授与式における
教育長式辞について

昭和５９年度
(起)昭59.12.24
(決)昭59.12.24
(施)昭59.12.24

義務教育課

8642 5 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞受賞の決定並び
に同授与式の開催について

昭和５９年度
(起)昭59.12. 7
(決)昭59.12. 7
(施)昭59.12. 7

義務教育課

8642 6 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞受賞者の決定並
びに同授与式の開催について

昭和５９年度
(起)昭59.11.24
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

義務教育課

8642 7 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞授与式の開催に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.11.24
(決)昭59.12. 3
(施)昭59.12. 3

義務教育課

8642 8 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞賞状の印刷・発
注について

昭和５９年度
(起)昭59.11.20
(決)昭59.11.24
(施)昭59.11.24

義務教育課

8642 9 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞受賞者名簿の製
本発注について

昭和５９年度
(起)昭59.11.22
(決)昭59.11.24
(施)昭59.11.24

義務教育課

8642 10 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞記念品及び入賞
点数について

昭和５９年度
(起)昭59.11.20
(決)昭59.11.22
(施)昭59.11.22

義務教育課

8642 11 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞受賞者の決定に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.11.19
(決)昭59.11.22
(施)昭59.11.22

義務教育課

8642 12 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度「教育研究グループ奨励交付金」交付
グループについて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.13
(決)昭59. 9. 3
(施)昭59. 9. 3

義務教育課

8642 13 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞受賞者の選考に
ついて

昭和５９年度
(起)昭59.10.31
(決)昭59.11. 9
(施)昭59.11. 9

義務教育課

8642 14 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度静岡県教育研究奨励賞授与候補者の推
薦について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.12
(決)昭59. 5.23
(施)昭59. 5.23

義務教育課

8642 15 教育研究・研究グループ奨励
昭和59年度教育研究グループ奨励交付金の交付申
請について

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 8
(決)昭59. 5.17
(施)昭59. 5.17

義務教育課

8642 16 教育研究・研究グループ奨励
昭和58年度教育研究グループ奨励交付金の交付申
請について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.13
(決)昭58. 5.16
(施)昭58. 5.16

義務教育課

8643 1 高校入試関係綴 昭和60年度高等学校入学者選考学力検査 昭和５９年度 義務教育課

8643 2 高校入試関係綴
昭和60年度高等学校入学者選考学力検査　学力検
査結果の報告書

昭和５９年度 義務教育課
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8643 3 高校入試関係綴 静岡県公立・市立高等学校進路希望状況調査表 昭和５９年度 義務教育課

8644 1 ベトナム難民受入 ベトナム難民援護業務報告書（その１） 昭和５３年度 日本赤十字社

8644 2 ベトナム難民受入 ベトナム難民受入れの経緯 社会課

8644 3 ベトナム難民受入 全国支部長会議資料 昭和５３年度 (収)昭53. 6.15 日本赤十字社

8644 4 ベトナム難民受入
日本に上陸したベトナム難民の状況（昭和52年12
月16日現在）

昭和５２年度 社会課

8645 1 下田船梁関係綴 高度化資金に係る抵当権の抹消について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.17
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

工業課

8645 2 下田船梁関係綴 高度化資金にかかる抵当権解除について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.15
(決)昭57. 2.18
(施)昭57. 2.18

工業課

8645 3 下田船梁関係綴 高度化資金にかかる繰上償還について 昭和５６年度
(起)昭57. 2. 8
(決)昭57. 2. 9
(施)昭57. 2. 9

工業課

8645 4 下田船梁関係綴 工場財団分離について 昭和５６年度 (収)昭56.11.12
下田船渠株式会
社

8646 1 昭和57年度産地概況調査 昭和57年度産地概況調査の実施について 昭和５７年度 (起)昭57.10. 5 地場産業課

8647 1 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和58年２月 昭和５７年度 静岡県商工部

8647 2 昭和57年度景況調査 広幅織物 昭和５７年度 地場産業課

8647 3 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和57年12月 昭和５７年度 静岡県商工部

8647 4 昭和57年度景況調査 広幅織物 昭和５７年度 地場産業課

8647 5 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和57年11月 昭和５７年度 静岡県商工部

8647 6 昭和57年度景況調査 広幅織物 昭和５７年度 地場産業課

8647 7 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和57年９月 昭和５７年度 静岡県商工部

8647 8 昭和57年度景況調査 広幅織物 昭和５７年度 地場産業課

8647 9 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和57年８月 昭和５７年度 静岡県商工部

8647 10 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和57年７月 昭和５７年度 静岡県商工部

8647 11 昭和57年度景況調査 広幅織物 昭和５７年度 地場産業課
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8647 12 昭和57年度景況調査 ７月発表月例経済報告の作成について 昭和５７年度 (起)昭57. 7. 5 地場産業課

8647 13 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和57年６月 昭和５７年度 静岡県商工部

8647 14 昭和57年度景況調査 広幅織物 昭和５７年度 地場産業課

8647 15 昭和57年度景況調査
静岡県月例経済報告に関する打合せ会の開催につ
いて

昭和５７年度 (起)昭57. 4. 3 地場産業課

8647 16 昭和57年度景況調査 広幅織物 昭和５７年度 地場産業課

8647 17 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和57年４月 昭和５７年度 地場産業課

8647 18 昭和57年度景況調査 静岡県月例経済報告　昭和57年３月 昭和５７年度 静岡県商工部

8648 1 知事発言・部長会議等 知事と語る会（地域住民と知事と話し合う会） 昭和５８年度 地場産業課

8648 2 知事発言・部長会議等 知事指示事項 昭和５７年度 地場産業課

8649 1 地場産業振興対策会議 当面の地場産業振興施策についての提言 昭和５７年度 地場産業課

8649 2 地場産業振興対策会議 昭和56年度の静岡県地場産業振興対会議 昭和５６年度 地場産業課

8650 1
地場産業対策会議（地域専門部
会）

静岡県地場産業振興対策会議 昭和５７年度 地場産業課

8650 2
地場産業対策会議（地域専門部
会）

静岡県地場産業振興対策会議　専門部会 昭和５７年度 地場産業課

8651 1
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

昭和57年度静岡県休廃止鉱山坑廃水処理事業費補
助金の交付確定について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.14
(決)昭58. 4.15
(施)昭58. 4.15

工業課

8651 2
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

昭和57年度静岡県休廃止鉱山坑廃水処理事業費補
助金の交付について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.12
(決)昭58. 4.14
(施)昭58. 4.14

工業課

8651 3
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

復命書（昭和57年度静岡県休廃止鉱山坑廃水処理
事業費補助金に係る実績調査）

昭和５８年度 (起)昭58. 4.12 工業課

8651 4
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

鉱害防止工事費補助金に係る昭和58年度仮調整係
数等について

昭和５７年度 (収)昭57. 9.14
東京鉱山保安監
督部鉱害防止課
長

8651 5
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

昭和57年度休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金の交
付決定通知書の送付について

昭和５７年度 (収)昭57. 9.14
東京通商産業局
長

8651 6
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

昭和57年度静岡県休廃止鉱山坑廃水処理事業費補
助金交付要綱の制定について

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 5
(決)昭57. 7. 6
(施)昭57. 7. 6

工業課

8651 7
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

昭和57年度静岡県休廃止鉱山坑廃水処理事業費補
助金交付要綱の制定について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.18
(決)昭57. 7. 5
(施)昭57. 7. 5

工業課
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8651 8
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

復命書（休廃止鉱山坑廃水処理状況調） 昭和５７年度 (起)昭57. 6.23 工業課

8651 9
休廃止鉱山（久根鉱山）坑廃水処
理事業費補助金関係綴

休廃止鉱山の坑廃水等の水質検査結果書の送付に
ついて

昭和５７年度
(起)昭57. 5.14
(決)昭57. 5.17
(施)昭57. 5.17

工業課

8652 1 鉱業ブロック課長会議 復命書（金属鉱業鉱害担当課長会議） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.14 工業課

8652 2 鉱業ブロック課長会議 管内都県鉱業担当者会議の開催について 昭和５７年度 (収)昭57.11.29
東京通商産業局
鉱山部長

8652 3 鉱業ブロック課長会議 復命書（管内都県鉱業担当課長会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.12 工業課

8653 1 東海ガスの天然ガス試掘関係 高草一号井の試掘結果について 昭和５７年度 (収)昭58. 2.22
東海瓦斯株式会
社

8654 1
静岡県立大学計画通知（第１期
分）

昭和60年度　静岡県立大学建設工事に係る計画通
知書の提出について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.21

県立大学建設室

8655 1
静岡県立大学計画通知（第２期
分）

静岡県立大学建設工事（第２期工事分）の伴う計
画通知書の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 8. 7
(決)昭61. 8. 8

県立大学建設室

8656 1
静岡県立大学建設　都市計画地元
説明会

都市計画法第11条第１項５号による「都市施設」
の都市計画区決定の依頼について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 2
(決)昭60. 7.10

県立大学建設室

8656 2
静岡県立大学建設　都市計画地元
説明会

清水市都市計画審議会開催に伴う担当職員の派遣
について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.18 清水市都市部

8656 3
静岡県立大学建設　都市計画地元
説明会

静岡市都市計画審議会開催に伴う担当職員の派遣
について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.18 静岡市計画課

8656 4
静岡県立大学建設　都市計画地元
説明会

清水市地元説明会（中之郷・草薙西） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 8 県立大学建設室

8656 5
静岡県立大学建設　都市計画地元
説明会

都市計画決定地元説明会（つつじヶ丘団地・草薙
団地役員等）

昭和６０年度 (起)昭60. 8. 7 県立大学建設室

8656 6
静岡県立大学建設　都市計画地元
説明会

都市計画決定地元説明会（草薙奥自治会） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 6 県立大学建設室

8656 7
静岡県立大学建設　都市計画地元
説明会

都市計画決定地元説明会（静岡市谷田） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 5 県立大学建設室

8656 8
静岡県立大学建設　都市計画地元
説明会

都市計画決定地元説明会（清水市有度他） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.29 県立大学建設室

8657 1 静岡県立大学　日照協議申請書
静岡県立大学建設（２期工事）に伴う日照等に関
する関係書類の提出について

昭和６１年度
(起)昭61. 5.21
(決)昭61. 5.28
(施)昭61. 5.31

県立大学建設室

8657 2 静岡県立大学　日照協議申請書 建築計画について（通知） 昭和６０年度 (収)昭61. 1.16
静岡市建築指導
課

8657 3 静岡県立大学　日照協議申請書
静岡県立大学建設に伴う日照等に関する関係書類
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60.12.27
(決)昭60.12.27

県立大学建設室

8658 1
昭和60年度静岡県立大学建設に伴
う樹木調査委託報告書

昭和60年度静岡県立大学建設に伴う樹木調査委託
報告書（昭和60年８月）

昭和６０年度
株式会社東海フ
オレスト

8659 1 県立大学建築基本構想提案説明書 県立大学建築基本構想提案説明書 昭和５９年度 大学準備室
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8660 1
県立大学建築基本構想提案書　A
２６

県立大学建築基本構想提案書　A26 昭和５９年度 大学準備室

8661 1
県立大学建築基本構想提案書　B
１６

県立大学建築基本構想提案書　B16 昭和５９年度 大学準備室

8662 1
県立大学建築基本構想提案書　C
１６

県立大学建築基本構想提案書　C16 昭和５９年度 大学準備室

8663 1
県立大学建築基本構想提案書　D
２６

県立大学建築基本構想提案書　D26 昭和５９年度 大学準備室

8664 1 地下水位年表　昭和56年 地下水位年表　昭和56年 昭和５７年度 建設省河川局

8665 1 地下水位年表　昭和57年 地下水位年表　昭和57年 昭和５８年度 建設省河川局

8666 1 地下水位年表　昭和59年 地下水位年表　昭和59年 昭和６０年度 建設省河川局

8667 1 地下水位年表　昭和60年 地下水位年表　昭和60年 昭和６１年度 建設省河川局

8668 1 雨量・水位年表　昭和56年 雨量・水位年表　昭和56年
昭和５５年度

～
昭和５６年度

河川課

8669 1 雨量・水位年表　昭和57年 雨量・水位年表　昭和57年
昭和５６年度

～
昭和５７年度

河川課

8670 1 雨量・水位年表　昭和58年 雨量・水位年表　昭和58年
昭和５７年度

～
昭和５８年度

河川課

8671 1 雨量・水位年表　昭和59年 雨量・水位年表　昭和59年
昭和５８年度

～
昭和５９年度

河川課

8672 1 雨量・水位年表　昭和60年 雨量・水位年表　昭和60年
昭和５９年度

～
昭和６０年度

河川課

8673 1 雨量年表　昭和56年 雨量年表　昭和56年
昭和５５年度

～
昭和５６年度

日本河川協会

8674 1 雨量年表　昭和57年 雨量年表　昭和57年
昭和５６年度

～
昭和５７年度

日本河川協会

8675 1 雨量年表　昭和58年 雨量年表　昭和58年
昭和５７年度

～
昭和５８年度

日本河川協会

8676 1 雨量年表　昭和59年 雨量年表　昭和59年
昭和５８年度

～
昭和５９年度

日本河川協会

8677 1 鳥獣保護区関係綴 鳥獣保護区設定等状況調査について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1. 8
(施)昭60. 1. 8

自然保護課

8677 2 鳥獣保護区関係綴 昭和59年度鳥獣保護区の設定について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 1
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.10. 1

自然保護課

8677 3 鳥獣保護区関係綴 昭和59年度特別保護地区の指定について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 1
(施)昭59.11.13

自然保護課

8677 4 鳥獣保護区関係綴
千頭水窪特別保護地区指定に係る承認申請につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 8.27
(決)昭59. 8.28
(施)昭59. 8.29

自然保護課
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8677 5 鳥獣保護区関係綴 昭和59年度鳥獣保護区の設定等について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.21
(決)昭59. 7.21
(施)昭59. 7.21

自然保護課

8677 6 鳥獣保護区関係綴
千頭水窪鳥獣保護区の設定及び同特別保護地区の
指定について（協議）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.21
(決)昭59. 7.21
(施)昭59. 7.26

自然保護課

8677 7 鳥獣保護区関係綴 昭和59年度鳥獣保護区の設定等について 昭和５８年度 (起)昭58.12.24 自然保護課

8678 1 鳥獣保護区更新関係綴 鳥獣保護区の存続期間の更新について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 1
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.11.13

自然保護課

8679 1 公聴会
磐田市東部鳥獣保護区の設定に関する公聴会の開
催について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.26
(決)昭59. 6.28

自然保護課

8679 2 公聴会
千頭水窪鳥獣保護区の設定及び同特別保護地区の
指定に関する公聴会の開催について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.16
(決)昭59. 7.17
(施)昭59. 7.20

自然保護課

8679 3 公聴会
鳥獣保護区設定に関する公聴会議長の指名につい
て（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 6.26
(決)昭59. 6.28
(施)昭59. 6.29

自然保護課

8679 4 公聴会
鳥獣保護区設定及び特別保護地区指定に関する公
聴会議長の指名について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.16
(決)昭59. 7.17
(施)昭59. 7.20

自然保護課

8680 1 銃猟禁止区域関係綴 銃猟禁止区域の設定について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 1
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.11.13

自然保護課

8680 2 銃猟禁止区域関係綴
尉ケ峰休猟区及び観音山銃猟禁止区域の設定につ
いて（協議）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.14
(決)昭59. 8.20
(施)昭59. 8.20

自然保護課

8681 1 千頭・水窪鳥獣保護区関係綴
復命書（千頭水窪鳥獣保護区の設定及び同特別保
護地区の指定）

昭和５９年度 (起)昭59. 6.23 自然保護課

8682 1 カモシカ生息状況調査　No.１
南アルプスカモシカ保護地域の設定について（通
知）

昭和５６年度 (収)昭56.11.24
文化庁文化財保
護部記念物課長

8682 2 カモシカ生息状況調査　No.１
ニホンカモシカの分布域、生息密度、生息頭数の
推定について

昭和５４年度 環境庁

8682 3 カモシカ生息状況調査　No.１ 特別天然記念物カモシカ緊急調査報告書 昭和５７年度
静岡県教育委員
会

8682 4 カモシカ生息状況調査　No.１ ニホンカモシカ生息環境保全地区調査 昭和５３年度

8682 5 カモシカ生息状況調査　No.１ カモシカ分布調査の実施について 昭和５８年度
(起)昭58.12.26
(決)昭58.12.26
(施)昭58.12.27

自然保護課

8682 6 カモシカ生息状況調査　No.１
昭和58年度カモシカ生息状況調査に従事する鳥獣
保護員について（回答）

昭和５８年度
(起)昭58.12.12
(決)昭58.12.12
(施)昭58.12.13

自然保護課

8683 1 カモシカ生息状況調査　No.２ カモシカの保護及び被害対策について 昭和５４年度
(起)昭54. 9. 5
(決)昭54. 9. 7
(施)昭54. 9. 7

自然保護課

8683 2 カモシカ生息状況調査　No.２ カモシカ生息密度調査の実施について 昭和５９年度 (起)昭60. 2.22 自然保護課

8683 3 カモシカ生息状況調査　No.２
カモシカ生息密度調査現地研修会への出席につい
て（依頼）

昭和５９年度 (起)昭59.10. 1 自然保護課

8683 4 カモシカ生息状況調査　No.２
カモシカ生息密度調査現地研修会への出席につい
て

昭和５９年度 (起)昭59.10. 1 自然保護課
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8683 5 カモシカ生息状況調査　No.２
シカ、カモシカ等獣類の死亡発見について（照
会）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.23
(決)昭59. 5.23
(施)昭59. 5.23

自然保護課

8684 1
傷痍軍人会創立30周年記念大会関
係綴

静岡県傷痍軍人会創立30周年記念大会開催費補助
金の交付について（確定）

昭和５６年度
(起)昭56.11.26
(決)昭56.12. 2
(施)昭56.12. 2

老人福祉課

8684 2
傷痍軍人会創立30周年記念大会関
係綴

静岡県傷痍軍人会創立30周年記念大会開催費補助
金の概算払について

昭和５６年度 老人福祉課

8684 3
傷痍軍人会創立30周年記念大会関
係綴

静岡県傷痍軍人会創立30周年記念大会開催費補助
金交付要綱の制定について

昭和５６年度
(起)昭56. 8.12
(決)昭56. 8.19
(施)昭56. 8.20

老人福祉課

8684 4
傷痍軍人会創立30周年記念大会関
係綴

静岡県傷痍軍人会創立30周年記念総大会における
知事感謝状の贈呈について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.20
(決)昭56. 8.24
(施)昭56. 8.24

老人福祉課

8684 5
傷痍軍人会創立30周年記念大会関
係綴

静岡県傷痍軍人会創立30周年記念総大会における
知事祝辞について（伺い）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.31 老人福祉課

8685 1 中国江南友好参観団関係綴
劉心銘氏（中国河南省信陽地区最高責任者）から
知事あてメッセージについて（返礼）

平成　元年度 (起)平 1. 4.26 高齢者対策課

8685 2 中国江南友好参観団関係綴
劉心銘氏（中国河南省信陽地区最高責任者）に対
する知事メッセージについて（伺い）

昭和６３年度
(起)平 1. 3.13
(決)平 1. 3.23
(施)平 1. 3.23

高齢者対策課

8685 3 中国江南友好参観団関係綴
復命書（県遺族会主催「中国江南友好参観団」同
行）

昭和６０年度 (起)昭60. 9.26 老人福祉課

8685 4 中国江南友好参観団関係綴
戦没者遺家族等援護特別対策事業の実施について
（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 1
(決)昭60. 7.15

老人福祉課

8685 5 中国江南友好参観団関係綴
中国江南友好参観団（県遺族会主催）の中国戦没
者追悼式における知事追悼文について（伺い）

昭和６０年度
(起)昭60. 8.29
(決)昭60. 9. 3

老人福祉課

8685 6 中国江南友好参観団関係綴
中国江南友好参観団の浙江省表敬訪問について
（依頼）

昭和６０年度
(起)昭60. 5.18
(決)昭60. 5.18
(施)昭60. 5.20

老人福祉課

8686 1
身体障害者福祉法施行細則の一部
改正について

身体障害者福祉法施行細則の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.29
(決)昭59.10. 1

障害福祉課

8687 1 昭和56年度医療功労賞 第10回「医療功労賞」表彰式の開催について 昭和５６年度 (起)昭57. 1. 5 医務課

8687 2 昭和56年度医療功労賞 第10回医療功労賞候補者の推せんについて 昭和５６年度
(起)昭56. 9.14
(決)昭56.10. 2
(施)昭56.10. 2

医務課

8687 3 昭和56年度医療功労賞 第10回医療功労賞候補者の推せんについて 昭和５６年度 (起)昭56. 6. 5 医務課

8688 1 昭和56年度医学研究助成金優秀賞 「医学研究助成金」の採用について 昭和５６年度 (収)昭56.10.15
大同生命厚生事
業団

8688 2 昭和56年度医学研究助成金優秀賞 「医学研究助成金」候補者の推せんについて 昭和５６年度 (起)昭56. 6.26 医務課

8688 3 昭和56年度医学研究助成金優秀賞
「医学研究助成金」並びに「医学優秀賞」候補者
の推せんについて

昭和５６年度 (起)昭56. 5.12 医務課

8689 1 昭和56年度保健文化賞 第33回保健文化賞受章候補者の推せんについて 昭和５６年度 (起)昭56. 5.18 医務課

8690 1
冨士見病院結核病棟の処分につい
て

結核病床の財産処分の承認について 昭和５９年度 (収)昭59. 6.28 厚生省
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8690 2
冨士見病院結核病棟の処分につい
て

県立富士見病院結核病棟処分承認申請の副申につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 4.22
(決)昭58. 5. 7
(施)昭58. 5.11

保健予防課

8691 1 藍綬褒章関係綴 昭和57年秋の叙勲内示について 昭和５７年度 (起)昭57. 9.29 工業課

8691 2 藍綬褒章関係綴 昭和57年秋の叙勲候補者の推せんについて 昭和５７年度 (起)昭57. 4.14 工業課

8691 3 藍綬褒章関係綴 中小企業関係褒章候補者の具申について 昭和４６年度
(起)昭46.12.14
(決)昭46.12.16
(施)昭46.12.16

工業課

8691 4 藍綬褒章関係綴
昭和47年度春の褒章候補者具申に要する関係書類
交付申請について

昭和４６年度 (起)昭46.11.30 工業課

8692 1 正六位勲五等双光旭日章 臼井国際産業（株）会長死没者叙位叙勲について 昭和５６年度
(起)昭56.10.21
(決)昭56.11.22

工業課

8692 2 正六位勲五等双光旭日章
科学技術に関する藍綬褒章授与候補者の推せん調
書の提出について

昭和４９年度 (起)昭49. 4. 8 工業課

8692 3 正六位勲五等双光旭日章
科学技術に関する藍綬褒章授与候補者の推せん調
書の印刷について

昭和４８年度 (起)昭49. 3.26 工業課

8692 4 正六位勲五等双光旭日章 身分調書の証明方について 昭和４８年度 (起)昭49. 3.18 工業課

8692 5 正六位勲五等双光旭日章 「省エネルギー」講演会のご案内について 昭和５３年度 (起)昭54. 2. 2 工業課

8693 1
昭和57年春の叙勲（名古屋通産
扱）

特別推せん書の作成について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.23
(決)昭56. 7.31
(施)昭56. 7.31

工業課

8694 1
国有農地等実地検査　浜松市（調
整区域）

実地検査復命書 昭和６０年度 (起)昭60.11.28 総務課

8695 1
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

農業協同組合合併完了届 昭和５９年度 (収)昭59. 6.28
富士市農業協同
組合長

8695 2
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

自動車損害賠償責任共済に係る共済規程の廃止の
承認の同意について

昭和５９年度
(起)昭59. 5.10
(決)昭59. 5.10
(施)昭59. 5.10

農業団体課

8695 3
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

農業協同組合の合併について（認可） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.29
(施)昭59. 5.29

農業団体課

8695 4
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

農業協同組合の定款変更について（認可） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.29

農業団体課

8695 5
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

農業協同組合の内国為替取引規程の変更について
（認可）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.29

農業団体課

8695 6
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

農業協同組合の内国為替取引規程の廃止について
（認可）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.29

農業団体課

8695 7
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

農業協同組合の共済規程の廃止について（認可） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.29

農業団体課

8695 8
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

農業協同組合の宅地等供給事業実施規程の廃止に
ついて（認可）

昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.29

農業団体課

8695 9
富士市・吉永農業協同組合合併
（吸収）綴

農業協同組合の信託規程の廃止について（認可） 昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.29

農業団体課
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8696 1 農業改良資金例規綴 静岡県農業改良資金貸付要綱の一部改正について 昭和６０年度
(起)昭60.12.20
(決)昭61. 2.28

農政課

8696 2 農業改良資金例規綴 農業改良資金制度の運用について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.15
農林水産省構造
改善局長他

8696 3 農業改良資金例規綴 農業改良資金制度運用基本要綱の制定について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.17
農林水産事務次
官

8696 4 農業改良資金例規綴
農業改良資金政府貸付金貸付等要領の制定につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 7.15 農蚕園芸局長

8696 5 農業改良資金例規綴 静岡県農業改良資金貸付要綱の一部改正について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.31
(決)昭59. 6.29

農政課

8696 6 農業改良資金例規綴
農業改良資金制度運用基本要綱の一部改正につい
て

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 2
農林水産事務次
官

8696 7 農業改良資金例規綴 静岡県農業改良資金取扱要領の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58. 8.19
(決)昭58. 9. 2
(施)昭58. 9. 2

農政課

8696 8 農業改良資金例規綴
農業後継者事業拡大資金利子補給金交付要綱の一
部改正について

昭和５８年度
(起)昭58. 5.26
(決)昭58. 6.25
(施)昭58. 6.25

農政課

8696 9 農業改良資金例規綴 静岡県農業改良資金貸付要綱の一部改正について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.25
(決)昭58. 6.22

農政課

8696 10 農業改良資金例規綴
農業改良資金助成法施行規則の一部を改正する省
令の施行等について

昭和５８年度 (収)昭58. 4.30
農林水産事務次
官

8696 11 農業改良資金例規綴
農業改良資金助成法施行規則の改正等に伴う農業
改良資金制度の運用について

昭和５８年度 (収)昭58. 5.20 関東農政局長

8696 12 農業改良資金例規綴
農業改良資金制度の運用について等の一部改正に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59. 5.22 関東農政局長

8696 13 農業改良資金例規綴 農業改良資金取扱要領の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.11
(決)昭57. 8.17

農政課

8696 14 農業改良資金例規綴 静岡県農業改良資金貸付要綱の一部改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 7.16
(決)昭57. 8. 7
(施)昭57. 8.30

農政課

8696 15 農業改良資金例規綴 農業改良資金制度の改正について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.26
(決)昭57. 5. 3

農政課

8696 16 農業改良資金例規綴
農業改良資金助成法施行規則の改正等に伴う農業
改良資金制度の運用について

昭和５７年度 (収)昭57. 4.21 関東農政局長

8696 17 農業改良資金例規綴
農業改良資金助成法施行規則の一部を改正する省
令の施行等について

昭和５７年度 (収)昭57. 4.12
農林水産事務次
官

8696 18 農業改良資金例規綴
農業後継者事業拡大資金利子補給金交付要綱の一
部改正について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.28
(決)昭57. 5.31

農政課

8696 19 農業改良資金例規綴 農業改良資金管理運営実態調査について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.13
(決)昭57. 1.14
(施)昭57. 1.16

農政課

8696 20 農業改良資金例規綴 静岡県農業改良資金貸付要綱の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 8.14
(施)昭56. 8.21

農政課

8696 21 農業改良資金例規綴 地域農業技術導入資金の協議について 昭和５６年度
(起)昭56. 4. 8
(決)昭56. 4.10
(施)昭56. 4.23

農政課
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8696 22 農業改良資金例規綴 農業改良資金取扱要領の一部改正について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 7.31
(施)昭56. 8.21

農政課

8697 1
昭和56年度林道事業実態調査書お
よび位置図

県道（千石原、新田線）の整備計画について（照
会）

昭和５５年度
(起)昭56. 1.27
(決)昭56. 2. 2
(施)昭56. 2. 2

造林課

8698 1
昭和56年度林道事業実態調査書お
よび位置図（集落）

林道集落基盤総合整備事業計画表 昭和５６年度 造林課

8699 1
昭和57年度林道事業実態調査書お
よび位置図

昭和57年度民有林林道開設事業計画路線実態調書 昭和５７年度 造林課

8700 1
昭和57年度林道事業実態調査書お
よび位置図（林業地域総合整備）

昭和57年度　林業地域総合整備事業総括表（林業
集落基盤総合整備事業）

昭和５７年度 造林課

8701 1
昭和58年度林道事業実態調査書お
よび位置図

昭和58年度民有林林道開設事業計画路線実態調書 昭和５８年度 造林課

8702 1
昭和58年度林道事業実態調査書お
よび位置図（林業地域総合整備）

昭和58年度民有林林道開設事業計画路線実態調書 昭和５８年度 造林課

8703 1
昭和59年度林道事業実態調査書お
よび位置図（林業地域総合整備）

昭和58年度採択林業地域総合整備事業 昭和５９年度 造林課

8704 1 静岡海区漁業調整委員会資料 第５回　静岡漁区漁業調整委員会議事録 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 1 水産課

8704 2 静岡海区漁業調整委員会資料 定置漁業権（定第４号）の承継について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.12
(決)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.15

水産課

8705 1
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

区画、漁業特区第98号第50号一部拡張及び新規漁
場の設定について

昭和５７年度 (収)昭58. 2.24
静浦漁業協同組
合

8705 2
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

区画、漁業特区第98号第50号第53号一部拡張につ
いて

昭和５７年度 (収)昭58. 2.10
静浦漁業協同組
合

8705 3
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

特定区画の新設について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 7
大井川町漁業協
同組合

8705 4
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

相良地先におけるワカメ養殖試験に伴う漁場利用
について

昭和５７年度 (収)昭57.11.12
静岡県水産試験
場

8705 5
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

共同漁業権の免許について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 8
土肥町漁業協同
組合

8705 6
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

共第17号共同漁業権魚場に係る要望書 昭和５７年度 (収)昭57.12. 9
焼津漁業協同組
合

8705 7
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

共同漁業権の内容の魚種追加について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 7
大井川町漁業協
同組合

8705 8
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

共第16号共同漁業権魚場の拡大要望に係る理由に
ついて

昭和５７年度 (収)昭57.12.11
静岡漁業協同組
合

8705 9
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

共第14号第１種共同漁業権の内容の追加について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 3
由比港漁業協同
組合

8705 10
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

定置漁業魚場計画に対する要望について 昭和５７年度 (収)昭57.11.30
静岡県定置魚業
組合

8705 11
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

特定区画漁業権設定について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 3
沼津我入道漁業
協同組合
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8705 12
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

特区第56号の削除について 昭和５７年度
由比港漁業協同
組合

8705 13
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

共同漁業権魚場の拡大について 昭和５７年度 (収)昭57.12. 1
初島漁業協同組
合

8705 14
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

免許切替のための実態調査の実施 昭和５７年度 水産課

8705 15
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

漁業権の内容に係る実績のない件の取扱い 昭和５７年度 水産課

8705 16
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

漁業権の内容に係る実績のない件の取扱い 昭和５７年度
(起)昭57.12.20
(決)昭57.12.21
(施)昭57.12.21

水産課

8705 17
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

特定区画漁業権について 昭和５７年度
(起)昭58. 1.18
(決)昭58. 1.18
(施)昭58. 1.19

水産課

8705 18
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

特定区画漁業権について 昭和５７年度
(起)昭58. 1. 6
(決)昭58. 1. 7
(施)昭58. 1. 7

水産課

8705 19
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

区画漁業権の策定について 昭和５７年度
(起)昭57.12.20
(決)昭57.12.22
(施)昭57.12.22

水産課

8705 20
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

定置漁業生産技術研修会の開催について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.21
水産試験場伊東
分場

8705 21
免許漁業実態調査及び漁港の要望
書綴（一斉更新関係）

免許漁業の実態調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 7. 6
(決)昭57. 7. 6
(施)昭57. 7. 8

水産課

8706 1 海岸事業長期計画
第４次漁港海岸事業５ヶ年計画総括表（海－１）
の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 8
(決)昭60. 8. 8

漁港課

8707 1 第４次漁港海岸事業５ヶ年計画
第４次漁港海岸事業五箇年計画資料について（提
出）

昭和６１年度 (起)昭61. 6.19 漁港課

8707 2 第４次漁港海岸事業５ヶ年計画 第４次漁港海岸事業五箇年計画資料作成について 昭和６１年度 (起)昭61. 5. 2 漁港課

8708 1
第４次５ヶ年計画（海岸事業）計
画変更・差替え

第４次漁港海岸事業５ヶ年計画の計画変更につい
て（申請）

昭和６３年度
(起)平 1. 2.15
(決)平 1. 2.17

漁港課

8708 2
第４次５ヶ年計画（海岸事業）計
画変更・差替え

第４次漁港海岸事業計画の計画変更について（申
請）

昭和６３年度 (起)昭63. 6.  漁港課

8708 3
第４次５ヶ年計画（海岸事業）計
画変更・差替え

第４次漁港海岸事業５ヶ年計画の計画変更につい
て（申請）

昭和６２年度 (起)昭63. 2.13 漁港課

8709 1
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

一般国道135号道路災害復旧工事に係る土地収用
裁決に対する行政不服審査について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.24

公共用地課

8709 2
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

弁明書の提出について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭58. 2.21
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.21

公共用地課

8709 3
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

収用裁決の審査請求書について（供覧） 昭和５７年度 (起)昭57.12.20 公共用地課

8709 4
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

裁決書の送達について（供覧） 昭和５７年度 (起)昭57.11.29 公共用地課

8709 5
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

裁決書の送達について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.11. 1
(決)昭57.11.10
(施)昭57.11.11

公共用地課
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8709 6
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

土地の鑑定評価報告について（供覧） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.28 公共用地課

8709 7
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

土地の鑑定評価依頼について 昭和５７年度
(起)昭57. 9.10
(決)昭57. 9.13
(施)昭57. 9.14

公共用地課

8709 8
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

裁決書の写の送付について 昭和５７年度
(起)昭57.11.15
(決)昭57.11.17
(施)昭57.11.17

公共用地課

8709 9
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

静岡県収用委員会の会議の開催について（通知） 昭和５７年度
(起)昭57.10.14
(決)昭57.10.15
(施)昭57.10.16

公共用地課

8709 10
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

審理の結審の通知について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57.10. 2
(決)昭57.10. 4
(施)昭57.10. 5

公共用地課

8709 11
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

意見書の受理について（伺い） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.29 公共用地課

8709 12
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

意見書の受理について（伺い） 昭和５７年度 (起)昭57. 9.29 公共用地課

8709 13
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

一般国道135号道路災害復旧工事にかかる収用裁
決申請事件の第２回審理について

昭和５７年度
(起)昭57. 9.14
(決)昭57. 9.17
(施)昭57. 9.17

公共用地課

8709 14
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

静岡県土地収用委員会現地調査について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 9. 3
(決)昭57. 9. 3
(施)昭57. 9. 3

公共用地課

8709 15
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

一般国道135号道路災害復旧工事の裁決申請に伴
う裁決手続開始の決定並びに審理開始の公告につ
いて（供覧）

昭和５７年度 (起)昭57. 8.31 公共用地課

8709 16
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

裁決手続開始の登記の嘱託について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.16

公共用地課

8709 17
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

裁決手続開始の決定について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.17

公共用地課

8709 18
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

審理開始の公告について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.16

公共用地課

8709 19
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

裁決手続開始決定の公告について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.16

公共用地課

8709 20
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

審理の開始の通知について（伺い） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.17

公共用地課

8709 21
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

審理の開始について（通知） 昭和５７年度
(起)昭57. 8.16
(決)昭57. 8.16
(施)昭57. 8.17

公共用地課

8709 22
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

静岡県収用委員会の会議の開催について（通知） 昭和５７年度
(起)昭57. 8. 2
(決)昭57. 8. 5
(施)昭57. 8. 5

公共用地課

8709 23
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

裁決申請書等に関する公告の報告について（供
覧）

昭和５７年度 (起)昭57. 7.28 公共用地課

8709 24
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

土地収用法による裁決申請及び明渡裁決の申立て
の土地所有者等への通知について

昭和５７年度
(起)昭57. 7.19
(決)昭57. 7.22
(施)昭57. 7.22

公共用地課

8709 25
土地収用裁決・一般国道135号災
害復旧工事（香山事件）

静岡県収用委員会の会議の開催について（通知） 昭和５７年度
(起)昭57. 6.28
(決)昭57. 6.30
(施)昭57. 6.30

公共用地課
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8710 1
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

土地収用法による裁決の申請及び明渡裁決申立て
の取下げ並びに土地所有者への通知について（伺
い）

昭和５７年度
(起)昭57. 7. 3
(決)昭57. 7. 9
(施)昭57. 7. 9

公共用地課

8710 2
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

土地の鑑定評価報告について（供覧） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.19 公共用地課

8710 3
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

志太広域都市計画道路事業の土地収用にかかる不
動産鑑定評価書の写の送付について

昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.23
(施)昭57. 3.24

公共用地課

8710 4
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

審理の開始について（通知） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 1.30

公共用地課

8710 5
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

審理の開始について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 2. 1

公共用地課

8710 6
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

裁決手続開始の登記の嘱託について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 2. 1

公共用地課

8710 7
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

審理開始の公告について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 1.30

公共用地課

8710 8
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

裁決手続開始決定の公告について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 1.30

公共用地課

8710 9
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

裁決手続開始の決定について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 1.30

公共用地課

8710 10
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

静岡県収用委員会の会議の開催について（通知） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.16
(施)昭57. 1.18

公共用地課

8710 11
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

裁決申請書等に関する意見書について（供覧） 昭和５６年度 (起)昭57. 1.20 公共用地課

8710 12
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

裁決申請書等に関する公告の報告について（供
覧）

昭和５６年度 (起)昭57. 1. 9 公共用地課

8710 13
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

土地収用法による裁決申請及び明渡裁決の申立て
の土地所有者等への通知について

昭和５６年度
(起)昭56.12.21
(決)昭56.12.26
(施)昭56.12.26

公共用地課

8710 14
土地収用裁決申請・志太広域都市
計画道路事業（３－３－２志太西
線）

静岡県収用委員会の会議の開催について（通知） 昭和５６年度
(起)昭56.12. 7
(決)昭56.12. 8
(施)昭56.12. 8

公共用地課

8711 1
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

土地収用法に基づく和解について（報告） 昭和５８年度
(起)昭58. 6.18
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.22

公共用地課

8711 2
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

決済手続開始登記の抹消の登記の嘱託について 昭和５８年度
(起)昭58. 6.18
(決)昭58. 6.21

公共用地課
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8711 3
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

決済手続開始の登記の嘱託について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(決)昭58. 6. 6
(施)昭58. 6. 9

公共用地課

8711 4
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

和解調書作成申請書の受理並びに和解調書案につ
いて

昭和５８年度
(起)昭58. 6.11
(決)昭58. 6.11

公共用地課

8711 5
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

決済手続開始決定の公告について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.20

公共用地課

8711 6
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

審査開始の公告について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.20

公共用地課

8711 7
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

審査の開始について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.20

公共用地課

8711 8
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

審査の開始の通知について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.20

公共用地課

8711 9
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

決済手続開始の決定について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.18
(決)昭58. 5.19
(施)昭58. 5.20

公共用地課

8711 10
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

裁決申請書等に関する縦覧の終了について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.16
(決)昭58. 5.16

公共用地課

8711 11
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

意見書の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 5.10
(決)昭58. 5.13

公共用地課

8711 12
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

裁決申請書等に関する公告の報告について 昭和５８年度
(起)昭58. 5. 2
(決)昭58. 5. 6

公共用地課

8711 13
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

土地収用法による裁決申請及び明渡裁決の申立て
の土地所有者等への通知について

昭和５８年度
(起)昭58. 4.18
(決)昭58. 4.22
(施)昭58. 4.22

公共用地課

8711 14
土地収用裁決・特別高圧送電線大
須賀分岐線新設工事及び付帯工事

収容裁決申請書等の受理について 昭和５８年度
(起)昭58. 4. 8
(決)昭58. 4.16

公共用地課

8712 1 昭和59年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和59年６月22日より23日までの
梅雨前線豪雨）

昭和５９年度

8712 2 昭和59年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和59年６月26日より27日までの
梅雨前線豪雨）

昭和５９年度

8712 3 昭和59年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和59年８月11日より12日までの
豪雨）

昭和５９年度

8712 4 昭和59年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和59年８月21日より22日までの
台風10号）

昭和５９年度

8712 5 昭和59年発生災害気象状況調書 気象状況調書（昭和59年10月４日の地すべり） 昭和５９年度

8713 1 昭和60年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和60年３月25日より26日までの
豪雨）

昭和５９年度

8713 2 昭和60年発生災害気象状況調書 気象状況調書（昭和60年３月27日の豪雨） 昭和５９年度

8713 3 昭和60年発生災害気象状況調書 気象状況調書（昭和60年４月４日の豪雨） 昭和６０年度

8713 4 昭和60年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和60年５月20日より21日までの
豪雨）

昭和６０年度
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8713 5 昭和60年発生災害気象状況調書 気象状況調書（昭和60年５月25日の豪雨） 昭和６０年度

8713 6 昭和60年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和60年６月18日より20日までの
梅雨前線、６月24日から26日までの梅雨前線、６
月30日から７月１日までの台風６号に伴う豪雨）

昭和６０年度

8713 7 昭和60年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和60年８月６日より７日までの
豪雨）

昭和６０年度

8713 8 昭和60年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和60年８月９日より12日までの
豪雨）

昭和６０年度

8713 9 昭和60年発生災害気象状況調書
気象状況調書（昭和60年８月30日より９月１日ま
での豪雨）

昭和６０年度

8714 1 清水海岸汀線深浅測量 清水海岸汀線深浅測量図 昭和５８年度

8715 1 港湾占使用関係綴　清水港 清水港港湾区域内の占用等について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.17
(決)昭57. 3.18
(施)昭57. 3.18

港湾課

8715 2 港湾占使用関係綴　清水港 清水港港湾施設内の占用等について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.17
(施)昭56. 9.17

港湾課

8715 3 港湾占使用関係綴　清水港 清水港港湾施設内の占用等について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.17
(施)昭56. 9.17

港湾課

8715 4 港湾占使用関係綴　清水港 清水港港湾施設内の占用等について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭56. 9.17
(決)昭56. 9.17
(施)昭56. 9.17

港湾課

8716 1 港湾占使用関係綴　浜名港
浜名港港湾区域（港湾隣接地域）内の土砂採取に
ついて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 9.24
(決)昭56. 9.30
(施)昭56. 9.30

港湾課

8717 1 港湾占使用関係綴　榛原港
御前崎港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等に
ついて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.24
(施)昭57. 3.24

港湾課

8717 2 港湾占使用関係綴　榛原港 浜名港港湾区域内の占用等について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.15
(決)昭57. 3.16
(施)昭57. 3.16

港湾課

8717 3 港湾占使用関係綴　榛原港
榛原港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて（伺い）

昭和５６年度
(起)昭57. 1.26
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 5

港湾課

8717 4 港湾占使用関係綴　榛原港 御前崎港港湾区域内の占用等について（伺い） 昭和５６年度
(起)昭57. 3.19
(決)昭57. 3.20
(施)昭57. 3.20

港湾課

8718 1 航路標識関係
土肥港南防波堤燈台移設に伴う基礎穴等の事前協
議について（回答）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.28 港湾課

8718 2 航路標識関係 土肥港大薮地区防波堤燈台設置について（協議） 昭和５９年度
(起)昭59. 7.25
(決)昭59. 7.26
(施)昭59. 7.26

港湾課

8718 3 航路標識関係 防波堤燈台等設置及び移設要望について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.20
(決)昭59. 1.23
(施)昭59. 1.24

港湾課

8718 4 航路標識関係
浜名湖背割堤灯標基礎老朽に伴う基礎補強工事の
施工協議について

昭和５８年度 (収)昭58.12. 3
第三管区海上保
安庁本部

8718 5 航路標識関係
浜名湖背割堤灯標基礎老朽化に伴う基礎補強工事
の施工について

昭和５８年度
(起)昭58.10.18
(決)昭58.10.18
(施)昭58.10.19

港湾課
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8718 6 航路標識関係 復命書（第三管区海上保安庁本部灯台部） 昭和５８年度 (起)昭58.10.15 港湾課

8718 7 航路標識関係 松崎港防波堤（西）灯台の基礎構造について 昭和５８年度 (収)昭58.10.11
第三管区海上保
安庁本部

8718 8 航路標識関係
松崎港防波堤（西）灯台新設に伴う灯台の基礎構
造について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.28
(決)昭58. 9.29
(施)昭58. 9.30

港湾課

8718 9 航路標識関係
松崎港防波堤（西）灯台設置に伴う電柱の基礎構
造について

昭和５８年度 (起)昭58. 8. 1 港湾課

8718 10 航路標識関係 松崎港防波堤（西）灯台設置について（回答） 昭和５８年度 (収)昭58. 7. 7
第三管区海上保
安庁本部

8718 11 航路標識関係 松崎港防波堤（西）灯台設置について 昭和５８年度
(起)昭58. 6. 3
(決)昭58. 6. 7
(施)昭58. 6. 7

港湾課

8718 12 航路標識関係 復命書（浜松土木事務所会議） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.20 港湾課

8718 13 航路標識関係
浜名港今切口瀬割堤先端部白灯台の取替整備につ
いて

昭和５８年度 (起)昭58. 5.16 港湾課

8719 1 国有財産の実地監査　清水港
昭和59年度における「漁港等に所在する公共用財
産」の実施監査結果について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.27
(決)昭61. 2.28
(施)昭61. 3. 1

港湾課

8719 2 国有財産の実地監査　清水港 昭和60年度における国有財産の実施監査について 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 8
建設大臣官房会
計課

8719 3 国有財産の実地監査　清水港
昭和60年度の国有財産実施監査における公共空地
専用状況報告書について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.23
(決)昭60. 3.26
(施)昭60. 3.26

港湾課

8719 4 国有財産の実地監査　清水港 国有財産の実施監査に関する資料の送付について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 7.31
(施)昭59. 7.31

港湾課

8719 5 国有財産の実地監査　清水港 国有財産の実施監査に関する資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 5
(決)昭59. 7. 5
(施)昭59. 7. 5

港湾課

8719 6 国有財産の実地監査　清水港 復命書（国有財産の実施監査について） 昭和５９年度 (起)昭59. 6. 9 港湾課

8719 7 国有財産の実地監査　清水港 国有財産の実施監査に関する資料について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.25
(決)昭59. 5.28
(施)昭59. 5.28

港湾課

8719 8 国有財産の実地監査　清水港 国有財産の実施監査について 昭和５９年度
(起)昭59. 5.15
(決)昭59. 5.15
(施)昭59. 5.15

港湾課

8719 9 国有財産の実地監査　清水港 国有財産の実施監査について 昭和５９年度 (収)昭59. 5.14 東海財務局

8719 10 国有財産の実地監査　清水港
昭和59年度における国有財産の実施監査について
（通知）

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 6
(決)昭59. 4. 6
(施)昭59. 4. 6

港湾課

8720 1 海岸行政監察 海岸に関する行政監察の資料提出について 昭和６０年度 (起)昭60.12.13 港湾課

8720 2 海岸行政監察
海岸の保全・利用に関する行政監察（現地調査）
の日程について

昭和６０年度 (起)昭60.11.14 港湾課

8720 3 海岸行政監察 行政監察の日程について 昭和６０年度 (収)昭60.10.30 管理課

718 ページ



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

8720 4 海岸行政監察
海岸保全・利用事業に関する説明会の開催につい
て

昭和６０年度 (収)昭60.10.21 管理課

8720 5 海岸行政監察 海岸の保全・利用に関する行政監察の実施 昭和６０年度 (収)昭60.10. 9 第五港湾建設局

8720 6 海岸行政監察 海岸の行政監査について 昭和６０年度 港湾課

8720 7 海岸行政監察 海岸の保全・利用に関する行政監察の実施 昭和６０年度 (収)昭60.10.17
静岡行政監察事
務所長

8721 1 東部港湾占使用関係綴　No.１ 手石港港湾施設等の占用について 昭和５６年度
(起)昭56.11.16
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.18

港湾課

8721 2 東部港湾占使用関係綴　No.１ 松崎港港湾施設等占用許可事項の変更について 昭和５６年度
(起)昭56.11.17
(決)昭56.11.18
(施)昭56.11.18

港湾課

8721 3 東部港湾占使用関係綴　No.１
下田港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.16
(決)昭56. 7.21
(施)昭56. 7.21

港湾課

8721 4 東部港湾占使用関係綴　No.１
下田港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 6.22
(決)昭56. 6.23
(施)昭56. 6.23

港湾課

8721 5 東部港湾占使用関係綴　No.１
熱海港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 5
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

港湾課

8721 6 東部港湾占使用関係綴　No.１ 沼津港港湾施設等の占用について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.23
(決)昭56. 6.23
(施)昭56. 6.23

港湾課

8721 7 東部港湾占使用関係綴　No.１ 松崎港港湾施設等の占用について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 7.16
(施)昭56. 7.16

港湾課

8721 8 東部港湾占使用関係綴　No.１ 松崎港港湾施設用地占用事前協議について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.20
(決)昭56. 5.26
(施)昭56. 5.26

港湾課

8721 9 東部港湾占使用関係綴　No.１ 下田港港湾区域内占用許可事項変更協議について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.26
(決)昭56. 5.27
(施)昭56. 5.27

港湾課

8721 10 東部港湾占使用関係綴　No.１
熱海港港湾施設用地占用許可事項の変更許可につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 4.21
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 4.30

港湾課

8721 11 東部港湾占使用関係綴　No.１
伊東港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 4.15
(決)昭56. 4.20
(施)昭56. 4.20

港湾課

8721 12 東部港湾占使用関係綴　No.１
伊東港港湾隣接地域内の公共空地の占用の陳情に
ついて

昭和５５年度
(起)昭56. 3.24
(決)昭56. 3.27
(施)昭56. 3.27

港湾課

8722 1 東部港湾占使用関係綴　No.２ 伊東港港湾施設占用許可事項の変更について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.30
(決)昭57. 3.31
(施)昭57. 3.31

港湾課

8722 2 東部港湾占使用関係綴　No.２ 田子の浦港港湾施設用地占用許可について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.23
(決)昭57. 3.25
(施)昭57. 3.25

港湾課

8722 3 東部港湾占使用関係綴　No.２
土肥港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 2
(決)昭57. 3. 2
(施)昭57. 3. 2

港湾課

8722 4 東部港湾占使用関係綴　No.２ 熱海港港湾施設の占用等について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.23
(決)昭57. 2.27
(施)昭57. 2.27

港湾課

8722 5 東部港湾占使用関係綴　No.２
土肥港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭57. 2.20
(決)昭57. 2.22
(施)昭57. 2.22

港湾課
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8722 6 東部港湾占使用関係綴　No.２
松崎港港湾施設の占用に係る許可事項の変更につ
いて

昭和５６年度
(起)昭57. 1.29
(決)昭57. 2. 4
(施)昭57. 2. 4

港湾課

8722 7 東部港湾占使用関係綴　No.２
下田港内港湾隣接地域内の公共空地占用に係る許
可事項の変更について

昭和５６年度
(起)昭57. 1.16
(決)昭57. 1.20
(施)昭57. 1.20

港湾課

8722 8 東部港湾占使用関係綴　No.２ 土肥港港湾施設等の占用について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.12
(決)昭57. 1.12
(施)昭57. 1.12

港湾課

8722 9 東部港湾占使用関係綴　No.２
下田港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等の変
更について

昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 8
(施)昭57. 1. 9

港湾課

8722 10 東部港湾占使用関係綴　No.２ 熱海港港湾施設の占用等について 昭和５６年度
(起)昭57. 1. 5
(決)昭57. 1. 8
(施)昭57. 1. 9

港湾課

8722 11 東部港湾占使用関係綴　No.２ 公共空地の専用許可について 昭和５６年度 (収)昭56.12.18 沼津土木事務所

8722 12 東部港湾占使用関係綴　No.２ 松崎港港湾施設の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56.12.15
(決)昭56.12.21
(施)昭56.12.21

港湾課

8722 13 東部港湾占使用関係綴　No.２
田子の浦港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等
について

昭和５６年度
(起)昭56.12. 8
(決)昭56.12.15
(施)昭56.12.15

港湾課

8722 14 東部港湾占使用関係綴　No.２ 熱海港港湾施設の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56.12. 8
(決)昭56.12.15
(施)昭56.12.15

港湾課

8722 15 東部港湾占使用関係綴　No.２
下田港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 9.19
(決)昭56. 9.22
(施)昭56. 9.22

港湾課

8723 1 伊東港湾区域内水域占用協議書 伊東港港湾区域内の占用等について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.27
(決)昭57. 2. 4
(施)昭57. 2. 4

港湾課

8724 1 港湾占使用関係綴（西部新居町）
浜名港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 7
(決)昭56. 9. 8
(施)昭56. 9. 8

港湾課

8724 2 港湾占使用関係綴（西部新居町） 浜名港港湾区域内の占用等について 昭和５６年度 (起)昭56.12.21 港湾課

8725 1 港湾占使用関係綴（西部港湾） 御前崎港港湾区域内の占用事項の変更について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.20
(決)昭57. 2.24
(施)昭57. 2.24

港湾課

8725 2 港湾占使用関係綴（西部港湾） 相良港港湾区域内等の占用について 昭和５６年度
(起)昭57. 2.19
(決)昭57. 2.24
(施)昭57. 2.24

港湾課

8725 3 港湾占使用関係綴（西部港湾） 相良港（港湾隣接地域）内の占用等について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.17
(決)昭57. 2. 5
(施)昭57. 2. 5

港湾課

8725 4 港湾占使用関係綴（西部港湾） 浜名港港湾区域内の土砂採取について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.21
(決)昭57. 1.26
(施)昭57. 1.26

港湾課

8725 5 港湾占使用関係綴（西部港湾） 相良港港湾施設等の占用等について 昭和５６年度
(起)昭57. 1.19
(決)昭57. 1.21
(施)昭57. 1.21

港湾課

8725 6 港湾占使用関係綴（西部港湾） 浜名港港湾区域内水域占用事項の変更について 昭和５６年度
(起)昭56.12.19
(決)昭56.12.22
(施)昭56.12.24

港湾課

8725 7 港湾占使用関係綴（西部港湾） 御前崎港港湾施設の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56.12.16
(決)昭56.12.17
(施)昭56.12.17

港湾課

8725 8 港湾占使用関係綴（西部港湾） 御前崎港港湾区域内の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56.12.14
(決)昭56.12.14
(施)昭56.12.15

港湾課
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8725 9 港湾占使用関係綴（西部港湾） 御前崎港港湾施設内の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(決)昭56.11.10
(施)昭56.11.11

港湾課

8725 10 港湾占使用関係綴（西部港湾）
御前崎港港湾施設占用許可事項の変更許可につい
て

昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(決)昭56.11.10
(施)昭56.11.11

港湾課

8725 11 港湾占使用関係綴（西部港湾） 御前崎港港湾区域内の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56.10. 8
(決)昭56.10.13
(施)昭56.10.14

港湾課

8725 12 港湾占使用関係綴（西部港湾）
御前崎港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 9.25
(決)昭56. 9.26
(施)昭56. 9.28

港湾課

8725 13 港湾占使用関係綴（西部港湾）
浜名港港湾区域（港湾隣接地域）内の占用等につ
いて

昭和５６年度
(起)昭56. 9. 7
(決)昭56. 9.10
(施)昭56. 9.10

港湾課

8725 14 港湾占使用関係綴（西部港湾） 浜名港港湾区域内の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.27
(決)昭56. 7.30
(施)昭56. 7.30

港湾課

8725 15 港湾占使用関係綴（西部港湾） 御前崎港港湾施設の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.24
(決)昭56. 7.24
(施)昭56. 7.24

港湾課

8725 16 港湾占使用関係綴（西部港湾） 浜名港港湾施設の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56. 7.14
(決)昭56. 7.16
(施)昭56. 7.16

港湾課

8725 17 港湾占使用関係綴（西部港湾） 浜名港港湾施設の改良について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 5
(決)昭56. 6.10
(施)昭56. 6.10

港湾課

8725 18 港湾占使用関係綴（西部港湾） 浜名港港湾施設の改良について 昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 5
(施)昭56. 6. 5

港湾課

8725 19 港湾占使用関係綴（西部港湾） 浜名港港湾区域内の占用等について 昭和５６年度
(起)昭56. 5.18
(決)昭56. 5.22
(施)昭56. 5.22

港湾課

8725 20 港湾占使用関係綴（西部港湾）
浜名港港湾施設改良及び港湾区域内土砂採取の許
可事項変更許可について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.15
(決)昭56. 4.15
(施)昭56. 4.15

港湾課

8726 1 東南海地震の全体像
東南海地震の全体像（静岡県による再調査）　昭
和61年２月

昭和６０年度 地震対策課

8727 1 国際会議綴
国際地震学，地球内部物理学協会第23回総会開催
費補助金の確定について

昭和６０年度
(起)昭60.10.23
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12. 6

地震対策課

8727 2 国際会議綴
国際地震学，地球内部物理学協会第23回総会開催
費補助金交付要綱の制定について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.26
(決)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7. 8

地震対策課

8727 3 国際会議綴
第23回IASEI（国際地震学会）のGENERAL 
ASSEMBLY（全体会議）の参加について

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 地震対策課

8728 1 昭和57年度土地利用動向調査 昭和57年度　土地利用動向調査 昭和５７年度 静岡県知事公室

8729 1 昭和58年度土地利用動向調査 昭和58年度　土地利用動向調査 昭和５８年度 静岡県知事公室

8730 1 昭和59年度土地利用動向調査 昭和59年度　土地利用動向調査 昭和５９年度 静岡県知事公室

8731 1 昭和60年度土地利用動向調査 昭和60年度　土地利用動向調査 昭和６０年度 静岡県知事公室

8732 1 例規集　No.１
特別給付金支給の離職理由を定めた告示及び特別
給付金支給対象者細目表の制定について

昭和５８年度 (収)昭59. 1. 9 防衛施設庁
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8732 2 例規集　No.１
雇用制度の改正に係る駐留軍関係離職者等臨時措
置法の適用関係等について

昭和５８年度 (収)昭59. 1. 9 防衛施設庁

8732 3 例規集　No.１
基本労務契約関係従業員に係る給与等の支払手続
等の一部改正について

昭和５８年度 (収)昭59. 3.29 防衛施設庁

8732 4 例規集　No.１
基本労務契約関係従業員に係る給与等の支払手続
に関する取扱いについて

昭和５８年度 (収)昭59. 3.29 防衛施設庁

8732 5 例規集　No.１
駐留軍等労務者給与金支払事務の銀行委託に関す
る訓令の一部を改正する訓令について

昭和５８年度 (収)昭59. 3.29 防衛施設庁

8732 6 例規集　No.１
駐留軍等労務者福利費の予算の執行についての一
部改正について

昭和５８年度 (収)昭59. 2.13 防衛施設庁

8732 7 例規集　No.１
健康保険及び厚生年金保険の保険料率の改正につ
いて

昭和５８年度 (収)昭59. 3.12 防衛施設庁

8732 8 例規集　No.１
駐留軍等従業員の健康診断診療報酬表の一部改正
について

昭和５８年度 (収)昭59. 3. 7 防衛施設庁

8732 9 例規集　No.１ 昭和58年12月25日の祝日の取扱いについて 昭和５８年度 (収)昭58.12.21 防衛施設庁

8732 10 例規集　No.１
渉外労務管理機関に設置されている電子計算機の
管理運用要綱について

昭和５８年度 (収)昭58.12. 7 防衛施設庁

8732 11 例規集　No.１
基本労務契約第18章Ａ節旅行に関する解釈運用の
一部改正について

昭和５８年度 (収)昭58.11.21 防衛施設庁

8732 12 例規集　No.１ ＭＬＣ書信第９－83号について 昭和５８年度 (収)昭58.10.31 防衛施設庁

8732 13 例規集　No.１ ＭＬＣ書信第７－83号について 昭和５８年度 (収)昭58. 9.28 防衛施設庁

8732 14 例規集　No.１ 雇用保険の保険料の取扱いについて 昭和５８年度 (収)昭58.10.17 防衛施設庁

8732 15 例規集　No.１
基本労務契約及び船員契約の主文第23条の解釈運
用について

昭和５８年度 (収)昭58. 9.28 防衛施設庁

8732 16 例規集　No.１ 基本労務契約の一部改正について 昭和５８年度 (収)昭58.10. 5 防衛施設庁

8732 17 例規集　No.１
基本労務契約に係る記録の保存期間についての附
属協定について

昭和５８年度 (収)昭58. 9. 2 防衛施設庁

8732 18 例規集　No.１ 駐留軍等従業員の雇用制度の改正等について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.15 防衛施設庁

8732 19 例規集　No.１ 駐留軍等従業員のほう賞事務処理手続について 昭和５８年度 (収)昭58. 6.30 防衛施設庁

8732 20 例規集　No.１
駐留軍等従業員の業務災害に係る弔慰金及び見舞
金の支給について

昭和５８年度 (収)昭58. 7. 6 防衛施設庁

8732 21 例規集　No.１
基本労務契約第18章Ａ節旅行に関する解釈運用の
一部改正について

昭和５８年度 (収)昭58. 6. 7 防衛施設庁

8732 22 例規集　No.１
基本労務契約第３章から第５章まで及び第21章に
関する解釈運用について

昭和５８年度 (収)昭58. 4.16 防衛施設庁
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8732 23 例規集　No.１
昭和58年度調達労務管理関係経費の歳出予算科目
及び予算執行状況報告について

昭和５８年度 (収)昭58. 4.11 防衛施設庁

8732 24 例規集　No.１
駐留軍等労務者に対する職業訓練の実施等に関す
る訓令の一部を改正する訓令について

昭和５８年度 (収)昭58. 4. 8 防衛施設庁

8732 25 例規集　No.１ 職業訓練計画の承認について 昭和５８年度 (収)昭58. 4. 1 防衛施設庁

8733 1 例規集　No.２
基本労務契約第１章Ｂ節及び第９章に関する取扱
手続の一部改正について

昭和５９年度 (収)昭60. 3.14 防衛施設庁

8733 2 例規集　No.２ 駐留軍従業員の年次休暇に係る措置について 昭和５９年度 (収)昭60. 2. 1 防衛施設庁

8733 3 例規集　No.２
年途中で退職を余儀なくされる従業員の年次休暇
問題について

昭和５９年度 (収)昭60. 1.23 防衛施設庁

8733 4 例規集　No.２
基本労務契約職務定義の語学手当級別の改正につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59.12.17 防衛施設庁

8733 5 例規集　No.２ 昭和59年11月11日の祝日の取扱いについて 昭和５９年度 (収)昭59.11.13 防衛施設庁

8733 6 例規集　No.２
健康保険法等の標準報酬の等級区分等の改正につ
いて

昭和５９年度 (収)昭59. 9.27 防衛施設庁

8733 7 例規集　No.２
基本労務契約関係従業員に係る給与等の支払手続
の一部改正について

昭和５９年度 (収)昭59.10.12 防衛施設庁

8733 8 例規集　No.２ 被扶養者の認定基準の所得限度額の改正について 昭和５９年度 (収)昭59. 9.10 防衛施設庁

8733 9 例規集　No.２ 雇用保険の保険料等の改正について 昭和５９年度 (収)昭59. 8.22 防衛施設庁

8733 10 例規集　No.２ 基本労務契約職務定義の新設について 昭和５９年度 (収)昭59. 7.23 防衛施設庁

8733 11 例規集　No.２
基本労務契約第１章Ｂ節及び第９章に関する取扱
手続の一部改正について

昭和５９年度 (収)昭59. 7. 9 防衛施設庁

8733 12 例規集　No.２
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部を改
正する政令について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 1 防衛施設庁

8734 1 例規集　No.３
諸機関労務契約に係るペイロールの計算手続につ
いて

昭和６１年度 (収)昭61. 6.30 防衛施設庁

8734 2 例規集　No.３ 特別給付金の予算の執行について 昭和６０年度 (収)昭61. 3.13 防衛施設庁

8734 3 例規集　No.３
特別常用従業員が離職を余儀なくされた場合に支
給する特別給付金の額の変更について

昭和６０年度 (起)昭61. 3.13 県民生活課

8734 4 例規集　No.３ 特別給付金支給対象者細目表の一部改正について 昭和６０年度 (収)昭61. 1.29 防衛施設庁

8734 5 例規集　No.３
昭和60年度調達労務管理関係経費の歳出予算科目
及び予算執行状況報告について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.10 防衛施設庁

8734 6 例規集　No.３
日雇特例被保険者に係る保険料納付等の事務処理
について

昭和６０年度 (収)昭61. 3.14 防衛施設庁
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8734 7 例規集　No.３
雇用保険の一般保険料に係る納付等の事務処理に
ついて

昭和６０年度 (収)昭61. 1.28 防衛施設庁

8734 8 例規集　No.３
時給制臨時従業員の再雇用時における照合につい
て

昭和６０年度 (収)昭60.12.25 防衛施設庁

8734 9 例規集　No.３ 特別調達資金会計官の任命等について 昭和６０年度 (収)昭61. 1.10 防衛施設庁

8734 10 例規集　No.３ 祝日に係る基本労務契約の一部改正について 昭和６０年度 (収)昭61. 1. 9 防衛施設庁

8734 11 例規集　No.３ 駐留軍関係離職者の早期再就職の促進について 昭和６０年度 (収)昭60.12. 7 防衛施設庁

8734 12 例規集　No.３
駐留軍従業者に対して行う職業訓練の実施要領の
一部改正について

昭和６０年度 (収)昭60.10.28 防衛施設庁

8734 13 例規集　No.３
諸機関労務協約関係従業員に係る給与の計算事務
の実施について

昭和６０年度 (収)昭60.10.15 防衛施設庁

8734 14 例規集　No.３
基本労務契約第３章から第５章まで及び第21章に
関する解釈運用について

昭和６０年度 (収)昭60.10. 7 防衛施設庁

8734 15 例規集　No.３ 基本労務契約の契約期間の延長について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 防衛施設庁

8734 16 例規集　No.３
比較退職手当支給区分表示要領の一部改正につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 9.30 防衛施設庁

8734 17 例規集　No.３
厚生年金保険及び船員保険の保険料の納付等に係
る事務処理について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.20 防衛施設庁

8734 18 例規集　No.３
初任給決定基準に係る基本労務契約の一部改正に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 4. 3 防衛施設庁

8734 19 例規集　No.３
駐留軍要員健康保険組合が実施する疾病予防事業
について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.10 防衛施設庁

8734 20 例規集　No.３
年次休暇関連給与差額に係る償還請求関係書類に
ついて

昭和６０年度 (収)昭60. 4. 3 防衛施設庁

8734 21 例規集　No.３
基本労務契約職務定義の語学手当級別の改正につ
いて

昭和６０年度 (収)昭60. 4. 1 防衛施設庁

8734 22 例規集　No.３
昭和60年度における特別調達資金の使用目的別区
分及び受入性質別区分について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.10 防衛施設庁

8735 1 鉄道建設佐久間線
発電ダム堆砂排除総合システム開発調査報告書
（案）（昭和58年度調査）

昭和５９年度 交通対策課

8735 2 鉄道建設佐久間線
発電ダム堆砂排除総合システム開発調査報告書
（案）（昭和57年度調査）

昭和５７年度 交通対策課

8735 3 鉄道建設佐久間線 規約（昭和59年10月） 昭和５９年度
国鉄佐久間線建
設期成同盟会

8736 1 佐久間線関係 鉄道建設促進事業補助金交付申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.28
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.30

交通対策課

8736 2 佐久間線関係 鉄道建設促進事業の実績報告について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 2
(決)昭61. 4. 4

交通対策課
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8736 3 佐久間線関係
昭和60年度鉄道建設促進事業補助金の額の確定に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 9
(決)昭61. 4.12
(施)昭61. 4.13

交通対策課

8736 4 佐久間線関係 復命書（第48回鉄建協臨時総会） 昭和６０年度 (起)昭60.12. 6 交通対策課

8736 5 佐久間線関係
昭和60年度国鉄佐久間線建設期成同盟会分担金の
納入について

昭和６０年度
(起)昭60.10.30
(施)昭60.11. 6

交通対策課

8736 6 佐久間線関係
昭和60年度国鉄佐久間線建設期成同盟会の会長あ
いさつと進行順序について

昭和６０年度 (起)昭60. 8.17 交通対策課

8736 7 佐久間線関係
昭和60年度国鉄佐久間線建設期成同盟会定期総会
の開催について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.24 交通対策課

8736 8 佐久間線関係 佐久間線期成同盟会担当課長会議の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 6.28 交通対策課

8736 9 佐久間線関係 復命書（鉄道新線建設促進全国協議会総会） 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 2 交通対策課

8736 10 佐久間線関係
鉄道新線建設促進全国協議会の役員候補者につい
て

昭和６０年度 (起)昭60. 5. 1 交通対策課

8737 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（静岡県－１）

1985年農業センサス・市町村別結果表（静岡県－
１）

昭和６０年度 統計課

8738 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（静岡県－２）

1985年農業センサス・市町村別結果表（静岡県－
２）

昭和６０年度 統計課

8739 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（静岡市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（静岡市） 昭和６０年度 統計課

8740 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（浜松市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（浜松市） 昭和６０年度 統計課

8741 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（清水市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（清水市） 昭和６０年度 統計課

8742 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（沼津市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（沼津市） 昭和６０年度 統計課

8743 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（熱海市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（熱海市） 昭和６０年度 統計課

8744 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（三島市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（三島市） 昭和６０年度 統計課

8745 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（富士宮市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（富士宮
市）

昭和６０年度 統計課

8746 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（伊東市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（伊東市） 昭和６０年度 統計課

8747 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（島田市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（島田市） 昭和６０年度 統計課

8748 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（富士市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（富士市） 昭和６０年度 統計課

8749 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（磐田市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（磐田市） 昭和６０年度 統計課
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8750 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（焼津市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（焼津市） 昭和６０年度 統計課

8751 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（掛川市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（掛川市） 昭和６０年度 統計課

8752 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（藤枝市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（藤枝市） 昭和６０年度 統計課

8753 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（御殿場市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（御殿場
市）

昭和６０年度 統計課

8754 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（袋井市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（袋井市） 昭和６０年度 統計課

8755 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（天竜市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（天竜市） 昭和６０年度 統計課

8756 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（浜北市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（浜北市） 昭和６０年度 統計課

8757 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（下田市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（下田市） 昭和６０年度 統計課

8758 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（裾野市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（裾野市） 昭和６０年度 統計課

8759 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（湖西市）

1985年農業センサス・市町村別結果表（湖西市） 昭和６０年度 統計課

8760 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（東伊豆町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（東伊豆
町）

昭和６０年度 統計課

8761 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（河津町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（河津町） 昭和６０年度 統計課

8762 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（南伊豆町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（南伊豆
町）

昭和６０年度 統計課

8763 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（松崎町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（松崎町） 昭和６０年度 統計課

8764 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（西伊豆町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（西伊豆
町）

昭和６０年度 統計課

8765 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（賀茂村）

1985年農業センサス・市町村別結果表（賀茂村） 昭和６０年度 統計課

8766 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（伊豆長岡町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（伊豆長岡
町）

昭和６０年度 統計課

8767 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（修善寺町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（修善寺
町）

昭和６０年度 統計課

8768 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（戸田村）

1985年農業センサス・市町村別結果表（戸田村） 昭和６０年度 統計課

8769 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（土肥町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（土肥町） 昭和６０年度 統計課

8770 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（函南町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（函南町） 昭和６０年度 統計課
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8771 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（韮山町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（韮山町） 昭和６０年度 統計課

8772 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（大仁町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（大仁町） 昭和６０年度 統計課

8773 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（天城湯ヶ島町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（天城湯ヶ
島町）

昭和６０年度 統計課

8774 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（中伊豆町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（中伊豆
町）

昭和６０年度 統計課

8775 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（清水町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（清水町） 昭和６０年度 統計課

8776 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（長泉町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（長泉町） 昭和６０年度 統計課

8777 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（小山町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（小山町） 昭和６０年度 統計課

8778 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（芝川町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（芝川町） 昭和６０年度 統計課

8779 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（富士川町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（富士川
町）

昭和６０年度 統計課

8780 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（蒲原町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（蒲原町） 昭和６０年度 統計課

8781 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（由比町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（由比町） 昭和６０年度 統計課

8782 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（岡部町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（岡部町） 昭和６０年度 統計課

8783 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（大井川町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（大井川
町）

昭和６０年度 統計課

8784 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（御前崎町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（御前崎
町）

昭和６０年度 統計課

8785 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（相良町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（相良町） 昭和６０年度 統計課

8786 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（榛原町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（榛原町） 昭和６０年度 統計課

8787 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（吉田町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（吉田町） 昭和６０年度 統計課

8788 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（金谷町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（金谷町） 昭和６０年度 統計課

8789 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（川根町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（川根町） 昭和６０年度 統計課

8790 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（中川根町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（中川根
町）

昭和６０年度 統計課

8791 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（本川根町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（本川根
町）

昭和６０年度 統計課
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8792 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（大須賀町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（大須賀
町）

昭和６０年度 統計課

8793 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（浜岡町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（浜岡町） 昭和６０年度 統計課

8794 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（小笠町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（小笠町） 昭和６０年度 統計課

8795 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（菊川町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（菊川町） 昭和６０年度 統計課

8796 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（大東町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（大東町） 昭和６０年度 統計課

8797 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（森町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（森町） 昭和６０年度 統計課

8798 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（春野町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（春野町） 昭和６０年度 統計課

8799 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（浅羽町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（浅羽町） 昭和６０年度 統計課

8800 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（福田町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（福田町） 昭和６０年度 統計課

8801 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（竜洋町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（竜洋町） 昭和６０年度 統計課

8802 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（豊田町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（豊田町） 昭和６０年度 統計課

8803 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（豊岡村）

1985年農業センサス・市町村別結果表（豊岡村） 昭和６０年度 統計課

8804 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（龍山村）

1985年農業センサス・市町村別結果表（龍山村） 昭和６０年度 統計課

8805 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（佐久間町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（佐久間
町）

昭和６０年度 統計課

8806 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（水窪町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（水窪町） 昭和６０年度 統計課

8807 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（可美村）

1985年農業センサス・市町村別結果表（可美村） 昭和６０年度 統計課

8808 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（舞阪町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（舞阪町） 昭和６０年度 統計課

8809 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（新居町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（新居町） 昭和６０年度 統計課

8810 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（雄踏町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（雄踏町） 昭和６０年度 統計課

8811 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（細江町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（細江町） 昭和６０年度 統計課

8812 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（引佐町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（引佐町） 昭和６０年度 統計課
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8813 1
1985年農業センサス・市町村別結
果表（三ケ日町）

1985年農業センサス・市町村別結果表（三ケ日
町）

昭和６０年度 統計課

8814 1 昭和59年度総合計画 「しずおか21世紀プラン」 昭和５９年度

8814 2 昭和59年度総合計画 県政の課題と今後３年間の施策の方向（案） 昭和５９年度

8814 3 昭和59年度総合計画
「しずおか21世紀プラン」静岡県のグランドデザ
インの検討依頼について

昭和５９年度 (収)昭59.12.15 県民生活課

8814 4 昭和59年度総合計画
「県政の課題と今後３年間の施策の方向」（昭和
60～62年度）について（依頼）

昭和５９年度 (収)昭59.12.12 企画調査課

8814 5 昭和59年度総合計画 新総合計画に対する職員の提言募集について 昭和５９年度 (収)昭59. 6.28 企画調査課

8814 6 昭和59年度総合計画
新総合計画策定ワーキンググループ打合せ会の開
催について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.28 企画調査課

8814 7 昭和59年度総合計画
新総合計画策定ワーキンググループ正・副部会長
等合同打合せ会の開催について（通知）

昭和５９年度 (収)昭59. 5.24 企画調査課

8814 8 昭和59年度総合計画
新総合計画策定に係る既設ワーキンググループ等
の活用について（依頼）

昭和５９年度 (収)昭59. 5.12 企画調査課

8814 9 昭和59年度総合計画
庁内ワーキンググループ等の設置状況について
（照会）

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 9 企画調査課

8815 1 昭和60年度総合計画
「新総合計画（案）」に対する意見の聴取につい
て（依頼）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.17 企画調査課

8815 2 昭和60年度総合計画
新総合計画の策定に伴う意見聴取について（回
答）

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 9
(決)昭61. 1.14

婦人青少年課

8815 3 昭和60年度総合計画
新総合計画の策定に伴う意見聴取について（依
頼）

昭和６０年度
(起)昭60.12.11
(決)昭60.12.11

婦人青少年課

8815 4 昭和60年度総合計画
新総合計画の策定に伴う諸団体からの意見聴取に
ついて（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60.11.22 企画調査課

8815 5 昭和60年度総合計画
新しい総合計画の基本的な考え方の検討結果につ
いて（うかがい）

昭和６０年度 (起)昭60.11.14 婦人青少年課

8815 6 昭和60年度総合計画 総合計画審議会議事録 昭和６０年度

8815 7 昭和60年度総合計画
新総合計画策定に係る意見交換会の指示事項検討
結果について（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 6.11 県民生活課

8815 8 昭和60年度総合計画
新総合計画策定に係る計画・構想事業の概要調書
等の提出について（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 4.30 県民生活課

8816 1 昭和60年度広報関係 公室４課長会議／公報企画会議 昭和６０年度

8816 2 昭和60年度広報関係 昭和60年度各部局の広報状況について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.13 広報課

8816 3 昭和60年度広報関係
昭和61年度広報テーマ（素材）の提出について
（依頼）

昭和６０年度 (収)昭61. 1.27 知事公室
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8816 4 昭和60年度広報関係 公室４課長会議／公報企画会議 昭和６０年度

8816 5 昭和60年度広報関係 公室４課長会議／公報企画会議 昭和６０年度

8816 6 昭和60年度広報関係 県政概要昭和60年度版の原稿について（依頼） 昭和６０年度 (収)昭60. 5.30 広報課

8816 7 昭和60年度広報関係 公室４課長会議／公報企画会議 昭和６０年度

8817 1 振興計画及び指針 美容業の振興計画の認定について 昭和６１年度 (収)昭61. 9.26
厚生省生活衛生
局

8817 2 振興計画及び指針 飲食店営業（めん類）振興計画の認定について 昭和６０年度 (起)昭60.11.22 環境衛生課

8817 3 振興計画及び指針
飲食店営業（めん類）振興計画の認定申請につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10.22
(決)昭60.10.29
(施)昭60.10.31

環境衛生課

8817 4 振興計画及び指針
飲食店営業（めん類）に係る振興事業の実施状況
報告について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.14
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.15

環境衛生課

8817 5 振興計画及び指針
クリーニング業に係る振興事業の実施状況報告に
ついて

昭和６２年度
(起)昭62. 7. 3
(決)昭62. 7. 8
(施)昭62. 7. 8

環境衛生課

8817 6 振興計画及び指針 理容業に係る振興計画の変更認定申請について 昭和６２年度
(起)昭62. 7. 8
(決)昭62. 7. 9
(施)昭62. 7. 9

環境衛生課

8817 7 振興計画及び指針 理容業に係る振興事業の実施状況報告について 昭和６２年度
(起)昭62. 6.26
(決)昭62. 7. 1
(施)昭62. 7. 1

環境衛生課

8817 8 振興計画及び指針 美容業に係る振興事業の実施状況報告について 昭和６２年度
(起)昭62. 5. 7
(決)昭62. 5.11
(施)昭62. 5.11

環境衛生課

8817 9 振興計画及び指針
飲食店営業（めん類）に係る振興事業の実施状況
の報告について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.27
(決)昭61. 6.30
(施)昭61. 6.30

環境衛生課

8817 10 振興計画及び指針
振興計画の追加施設整備に係る変更申出書の提出
について

昭和６１年度
(起)昭61.10.13
(決)昭61.10.16
(施)昭61.10.16

環境衛生課

8817 11 振興計画及び指針 理容業に係る振興計画の実施状況の報告について 昭和６１年度
(起)昭61. 7. 7
(決)昭61. 7.12
(施)昭61. 7.12

環境衛生課

8817 12 振興計画及び指針
クリーニング業及び美容業に係る振興事業の認定
申請について

昭和６１年度
(起)昭61. 9. 2
(決)昭61. 9. 6
(施)昭61. 9. 8

環境衛生課

8817 13 振興計画及び指針 理容業に係る振興計画の認定申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.18
(決)昭60. 4.20
(施)昭60. 4.22

環境衛生課

8818 1 水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（羽衣脇団地）

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 7
(施)昭61. 3. 7

水質保全課

8818 2 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.15
衛生環境セン
ター

8818 3 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.28
衛生環境セン
ター

8818 4 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭61. 1.29
衛生環境セン
ター
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8818 5 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.10.21
衛生環境セン
ター

8818 6 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.10.21
衛生環境セン
ター

8818 7 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.10.14
衛生環境セン
ター

8818 8 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 4
衛生環境セン
ター

8818 9 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.20
衛生環境セン
ター

8818 10 水質改善計画書（１） 改善計画書について（焼津削節（株）） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 2 環境衛生課

8818 11 水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）トマル水産）

昭和６０年度
(起)昭60. 7.23
(決)昭60. 7.29
(施)昭60. 7.29

環境衛生課

8818 12 水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（由比町農業協同組合）

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6. 6
(施)昭60. 6.11

環境衛生課

8818 13 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.18
衛生環境セン
ター

8818 14 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.13
衛生環境セン
ター

8818 15 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 8. 6
衛生環境セン
ター

8818 16 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.19
衛生環境セン
ター

8818 17 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.10
衛生環境セン
ター

8818 18 水質改善計画書（１） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 8
衛生環境セン
ター

8818 19 水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（（株）カネタ）

昭和６０年度 (起)昭60. 7.20 環境衛生課

8818 20 水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（石原水産（株））

昭和６０年度
(起)昭60. 7.18
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

環境衛生課

8818 21 水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（石原水産（株））

昭和６０年度
(起)昭60. 7.18
(決)昭60. 7.19
(施)昭60. 7.20

環境衛生課

8818 22 水質改善計画書（１） 改善計画書について（かし久食品（株）） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.13 環境衛生課

8818 23 水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（三洋食品（株））

昭和６０年度
(起)昭60. 5.21
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

環境衛生課

8818 24 水質改善計画書（１）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（白石工業（株））

昭和６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.27
(施)昭60. 4.27

環境衛生課

8819 1 水質改善計画書（２）
改善命令を行った事業場よりの報告書について
（信栄製紙（株））

昭和６１年度
(起)昭61.11. 1
(決)昭61.11.10

環境衛生課
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8819 2 水質改善計画書（２） 改善計画書について（信栄製紙（株）） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.22
(決)昭61. 1.24

環境衛生課

8819 3 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.11. 6
衛生環境セン
ター

8819 4 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭61. 3.28
衛生環境セン
ター

8819 5 水質改善計画書（２） 改善計画書について（東食品（株）） 昭和６１年度 (起)昭61. 4.22 環境衛生課

8819 6 水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（東食品（株））

昭和６０年度
(起)昭61. 3.24
(施)昭61. 3.31

環境衛生課

8819 7 水質改善計画書（２） 改善計画書について（葛飾工業（株）） 昭和６１年度
(起)昭61. 4.23
(決)昭61. 4.28

環境衛生課

8819 8 水質改善計画書（２） 改善計画書について（太洋紙業（株）） 昭和６１年度
(起)昭61. 5. 6
(決)昭61. 5. 8

環境衛生課

8819 9 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭61. 3.11
衛生環境セン
ター

8819 10 水質改善計画書（２） 改善計画書について（興亜工業（株）） 昭和６１年度
(起)昭61. 4.18
(決)昭61. 4.23

環境衛生課

8819 11 水質改善計画書（２） 改善計画書について（三仁製作所） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.31

環境衛生課

8819 12 水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（興亜工業（株）、三仁製作所）

昭和６０年度
(起)昭61. 2.28
(施)昭61. 3. 4

環境衛生課

8819 13 水質改善計画書（２） 改善計画書について（東冨士農産（株）） 昭和６０年度 (起)昭61. 3.27 環境衛生課

8819 14 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭61. 3.24
衛生環境セン
ター

8819 15 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.15
衛生環境セン
ター

8819 16 水質改善計画書（２） 改善計画書について（星谷養豚場） 昭和６０年度
(起)昭61. 1.28
(決)昭61. 1.29

環境衛生課

8819 17 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭61. 1.14
衛生環境セン
ター

8819 18 水質改善計画書（２） 改善計画書について（（株）パーツメッキ） 昭和６０年度
(起)昭60.12.25
(決)昭60.12.26

環境衛生課

8819 19 水質改善計画書（２） 改善計画書について（林産業（株）） 昭和６０年度
(起)昭60.10.22
(決)昭60.10.29

環境衛生課

8819 20 水質改善計画書（２） 改善計画書について（（有）ひさご荘） 昭和６０年度 (起)昭60.11.14 環境衛生課

8819 21 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.11. 6
衛生環境セン
ター

8819 22 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.12. 5
衛生環境セン
ター
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8819 23 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.11.22
衛生環境セン
ター

8819 24 水質改善計画書（２） 改善計画書について（大村紙業（株）） 昭和６０年度
(起)昭60. 9.26
(決)昭60. 9.30

環境衛生課

8819 25 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 9
衛生環境セン
ター

8819 26 水質改善計画書（２） 改善計画書について（国民宿舎伊豆まつざき荘） 昭和６０年度
(起)昭60.11.29
(決)昭60.12. 2

環境衛生課

8819 27 水質改善計画書（２） 改善計画書について（（株）清流荘） 昭和６０年度 (起)昭60.10.28 環境衛生課

8819 28 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 4
衛生環境セン
ター

8819 29 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 6. 1
衛生環境セン
ター

8819 30 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 4
衛生環境セン
ター

8819 31 水質改善計画書（２） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 8. 3
衛生環境セン
ター

8819 32 水質改善計画書（２）
改善計画書について（イデヒコ製紙（株）、冨士
家庭紙製造（協））

昭和６０年度 (起)昭60. 9. 4 環境衛生課

8819 33 水質改善計画書（２） 改善計画書について（滝沢製紙（株）） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.30
(決)昭60. 9. 6

環境衛生課

8819 34 水質改善計画書（２） 改善計画書について（冨士家庭紙製造（協）） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.23 環境衛生課

8819 35 水質改善計画書（２） 改善報告書について（裾野市立東中学校） 昭和６０年度 (起)昭60. 8. 5 環境衛生課

8819 36 水質改善計画書（２）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて（国立東静病院）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.21 環境衛生課

8819 37 水質改善計画書（２） 改善計画書について（葛飾工業（株）） 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 7. 9

環境衛生課

8819 38 水質改善計画書（２） 改善計画書について（（株）マスコー） 昭和６０年度
(起)昭60.11.15
(決)昭60.11.20

環境衛生課

8819 39 水質改善計画書（２） 改善計画書について（（有）フジ化学） 昭和６０年度
(起)昭60. 8.27
(決)昭60. 9. 3

環境衛生課

8819 40 水質改善計画書（２） 改善計画書について（長泉工業団地協同組合） 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 9 環境衛生課

8819 41 水質改善計画書（２） 改善計画書について（駿河興産（株）） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.29 環境衛生課

8820 1 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.13
(決)昭60. 9.20

水質保全課

8820 2 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.29

水質保全課
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8820 3 水質改善計画書（３） 改善計画書について（供覧） 昭和６１年度 (起)昭61. 4.10 水質保全課

8820 4 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 3.22
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.26

水質保全課

8820 5 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 8
(決)昭61. 4.11

水質保全課

8820 6 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭61. 3.22
(決)昭61. 3.25
(施)昭61. 3.26

水質保全課

8820 7 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.17
(決)昭61. 1.23

水質保全課

8820 8 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.12.18
(決)昭60.12.24
(施)昭60.12.25

水質保全課

8820 9 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.12.26
静岡県衛生環境
センター所長

8820 10 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.10.30
静岡県衛生環境
センター所長

8820 11 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.11.12
静岡県衛生環境
センター所長

8820 12 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.11.22
静岡県衛生環境
センター所長

8820 13 水質改善計画書（３） 改善報告書について 昭和６０年度
(起)昭60.10.26
(決)昭60.10.30

水質保全課

8820 14 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60.10.15
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

水質保全課

8820 15 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.26
静岡県衛生環境
センター所長

8820 16 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭60.10.15
(決)昭60.10.18

水質保全課

8820 17 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 6
(決)昭60. 9. 9
(施)昭60. 9.12

水質保全課

8820 18 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 4
静岡県衛生環境
センター所長

8820 19 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 1
(決)昭60.10. 2

水質保全課

8820 20 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 6
(決)昭60. 9. 9
(施)昭60. 9.12

水質保全課

8820 21 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.21
(決)昭60. 9.25

水質保全課

8820 22 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.29

水質保全課

8820 23 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.29
静岡県衛生環境
センター所長
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8820 24 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.20
静岡県衛生環境
センター所長

8820 25 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.31
静岡県衛生環境
センター所長

8820 26 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 8.21
(決)昭60. 8.27
(施)昭60. 8.27

水質保全課

8820 27 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 8. 2
静岡県衛生環境
センター所長

8820 28 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 8. 1

水質保全課

8820 29 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 3
(決)昭60. 7. 5
(施)昭60. 7. 8

水質保全課

8820 30 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.27
静岡県衛生環境
センター所長

8820 31 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.21

水質保全課

8820 32 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.22
(決)昭60. 7.29
(施)昭60. 7.30

水質保全課

8820 33 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 4
静岡県衛生環境
センター所長

8820 34 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6.28
(決)昭60. 7. 4
(施)昭60. 7. 9

水質保全課

8820 35 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 6. 5
静岡県衛生環境
センター所長

8820 36 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 8. 1

水質保全課

8820 37 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 7. 4
静岡県衛生環境
センター所長

8820 38 水質改善計画書（３） 改善計画書について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.21
(決)昭60. 5.27

水質保全課

8820 39 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.11
(施)昭60. 5.11

水質保全課

8820 40 水質改善計画書（３）
水質汚濁防止法に基づく立入検査の結果の処分に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.11
(施)昭60. 5.11

水質保全課

8820 41 水質改善計画書（３） 立入検査結果の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.26
静岡県衛生環境
センター所長

8821 1
静岡、清水地域公防計画書資料　
No.１

静岡・清水地域公害防止計画素案等について 昭和６０年度 (収)昭60.11.26 大気保全課

8821 2
静岡、清水地域公防計画書資料　
No.１

静岡・清水地域公害防止計画水質関係参考資料に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60.11.19 水質保全課

8821 3
静岡、清水地域公防計画書資料　
No.１

静岡・清水地域公害防止計画関係課・関係市担当
者会議の開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.18 大気保全課
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8822 1
静岡、清水地域公防計画書資料　
No.２

「公害防止計画地域における将来の環境質の予
測」等について

昭和５９年度 (収)昭59.11.14
環境庁環境管理
課調整係

8822 2
静岡、清水地域公防計画書資料　
No.２

第６次地域公害防止計画策定にあたっての参考資
料の作成について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.27
建設省都市局下
水道部流域下水
道課

8822 3
静岡、清水地域公防計画書資料　
No.２

静岡・清水地域公害防止計画（素案）の意見等に
対する回答について

昭和６０年度 (収)昭60.12.23 大気保全課

8822 4
静岡、清水地域公防計画書資料　
No.２

静岡・清水地域公害防止計画（素案）の意見等に
ついて（照会）

昭和６０年度 (収)昭60.12.10 大気保全課

8823 1
静岡、清水地域公防計画　調査報
告書資料

静岡、清水地域公防計画　調査報告書資料 昭和６０年度

8824 1 都市河川推進見直し結果　No.１ 菊川水域に係る汚濁状況調査の報告について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.18
菊川町保健衛生
課長

8824 2 都市河川推進見直し結果　No.１ 菊川水域に係る汚濁状況調査について 昭和６０年度 (収)昭60.10.11 大東町長

8824 3 都市河川推進見直し結果　No.１ 菊川水域に係る汚濁状況調査資料の提出について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.30 小笠町長

8824 4 都市河川推進見直し結果　No.１
菊川水域水質環境管理計画の見直しについて（報
告）

昭和６０年度 (収)昭60.10. 1
掛川市市民安全
課長

8824 5 都市河川推進見直し結果　No.１ 昭和60年度菊川水域見直し調査について（報告） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 金谷町商工課長

8824 6 都市河川推進見直し結果　No.１
鮎沢川水系の環境基準の見直しに係る調査書の送
付について

昭和６０年度 (収)昭60.10. 2
御殿場市生活環
境課長

8824 7 都市河川推進見直し結果　No.１
鮎沢川水系水質基準見直に対する資料提出につい
て

昭和６０年度 (収)昭60.10. 3 小山町長

8825 1 都市河川推進見直し結果　No.２ 菊川の見直し結果 昭和６０年度 水質保全課

8825 2 都市河川推進見直し結果　No.２ 鮎沢川の見直し結果 昭和６０年度 水質保全課

8825 3 都市河川推進見直し結果　No.２ 菊川の見直し結果 昭和６０年度 水質保全課

8825 4 都市河川推進見直し結果　No.２ 鮎沢川の見直し結果 昭和６０年度 水質保全課

8825 5 都市河川推進見直し結果　No.２ 菊川の見直し結果 昭和６０年度 水質保全課

8825 6 都市河川推進見直し結果　No.２ 復命書（鮎沢川水域の見直し調査打合せ会） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.30 水質保全課

8825 7 都市河川推進見直し結果　No.２ 復命書（菊川水域の見直し調査打合せ会） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.21 水質保全課

8825 8 都市河川推進見直し結果　No.２ 鮎沢川及菊川水域の見直し調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 7.30
(決)昭60. 7.31
(施)昭60. 7.31

水質保全課
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8826 1 都市河川推進見直し結果　No.３ 志太 昭和６０年度 水質保全課

8826 2 都市河川推進見直し結果　No.３ 焼津市 昭和６０年度 水質保全課

8826 3 都市河川推進見直し結果　No.３ 興津川 昭和６０年度 水質保全課

8826 4 都市河川推進見直し結果　No.３ 富士川 昭和６０年度 水質保全課

8826 5 都市河川推進見直し結果　No.３ 安倍川 昭和６０年度 水質保全課

8826 6 都市河川推進見直し結果　No.３ 潤井川 昭和６０年度 水質保全課

8826 7 都市河川推進見直し結果　No.３ 大井川 昭和６０年度 水質保全課

8826 8 都市河川推進見直し結果　No.３ 稲生沢川　下田市、河津町 昭和６０年度 水質保全課

8826 9 都市河川推進見直し結果　No.３ 沼川 昭和６０年度 水質保全課

8826 10 都市河川推進見直し結果　No.３ 鮎沢川 昭和６０年度 水質保全課

8826 11 都市河川推進見直し結果　No.３ 島田市 昭和６０年度 水質保全課

8826 12 都市河川推進見直し結果　No.３ 瀬戸川 昭和６０年度 水質保全課

8826 13 都市河川推進見直し結果　No.３ 藤枝市 昭和６０年度 水質保全課

8827 1
自然公園許可申請書　日本観光
サービス

富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物の新築の
許可について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.15
(決)昭60. 8.19
(施)昭60. 8.19

自然保護課

8827 2
自然公園許可申請書　日本観光
サービス

富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物の新築の
許可申請について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.13
(決)昭60. 7.15
(施)昭60. 7.15

自然保護課

8828 1 自然公園許可申請書　伊豆急行
富士箱根伊豆国立公園特別地域内工作物の新築の
許可について

昭和６０年度
(起)昭60.12. 4
(決)昭60.12. 9
(施)昭60.12. 9

自然保護課

8829 1 普通地域内工作物増築届出書
日本平県立自然公園普通地域内工作物新築の届出
について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.22
(決)昭61. 2.26
(施)昭61. 2.26

自然保護課

8830 1
富士箱根伊豆国立公園事業執行承
認事項変更承認申請書

富士箱根伊豆国立公園伊豆半島周回線道路（車
道）事業執行（承認）事項変更承認について

昭和６０年度
(起)昭60.11.26
(決)昭60.11.27
(施)昭60.11.27

自然保護課

8830 2
富士箱根伊豆国立公園事業執行承
認事項変更承認申請書

富士箱根伊豆国立公園伊豆半島周回線道路（車
道）事業執行（承認）事項変更承認申請について

昭和６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

自然保護課

8831 1 特別地域内工作物新築協議書
奥大井県立自然公園特別地域内工作物の新築の協
議について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 6
(施)昭60. 6. 6

自然保護課

8832 1
県立自然公園特別地域内工作物新
築協議書

奥大井県立自然公園特別地域内工作物新築の協議
について

昭和６０年度
(起)昭60.12.25
(決)昭60.12.25
(施)昭60.12.27

自然保護課
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8833 1 猟友会 常任理事会の開催について 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 3 猟友会

8833 2 猟友会 復命書（静岡県猟友会常任理事会） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.19 自然保護課

8833 3 猟友会 野鳥愛護校の推せんについて 昭和６０年度
(起)昭61. 2.20
(決)昭61. 2.20
(施)昭61. 2.20

自然保護課

8833 4 猟友会 復命書（第47回通常総会について） 昭和６０年度 (起)昭60. 6.29 自然保護課

8833 5 猟友会 静岡県猟友会会報の部長あいさつについて 昭和６０年度 (起)昭60. 6.21 自然保護課

8833 6 猟友会
昭和60年度県猟友会通常総会における農地森林部
長祝辞について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.17

自然保護課

8833 7 猟友会 復命書（関東山静ブロック猟政運営協議会） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.10 自然保護課

8833 8 猟友会 県猟友会理事会 昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 自然保護課

8833 9 猟友会 常任理事会の開催について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.12 猟友会

8834 1 野鳥愛護関係・馬込川河口 馬込川河口のサンクチュアリの建設について 昭和６１年度 (起)昭61. 6.18 自然保護課

8834 2 野鳥愛護関係・馬込川河口 復命書（ツバメの中継基地馬込川河口現地調査） 昭和５８年度 (起)昭58. 6. 9 自然保護課

8835 1
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

昭和56年度農業者年金業務受託者監査指導の実施
について

昭和５６年度 (収)昭56. 9.10 農業水産部長

8835 2
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者監査指導：小
山町）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.22 国民年金課

8835 3
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務市道監
査：浅羽町）

昭和５６年度 (起)昭56.10. 3 国民年金課

8835 4
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：相良町）

昭和５６年度 (起)昭56.10.16 国民年金課

8835 5
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：焼津市・掛川市）

昭和５６年度 (起)昭56.10.31 国民年金課

8835 6
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：福田町）

昭和５６年度 (起)昭56.10.31 国民年金課

8835 7
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：竜洋町）

昭和５６年度 (起)昭56.10.30 国民年金課

8835 8
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：豊岡村）

昭和５６年度 (起)昭56.11. 6 国民年金課

8835 9
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：中川根町）

昭和５６年度 (起)昭56.11.12 国民年金課

8835 10
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：三島市）

昭和５６年度 (起)昭56.11.28 国民年金課
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8835 11
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：戸田村）

昭和５６年度 (起)昭56.12. 9 国民年金課

8835 12
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：函南町・韮山町）

昭和５６年度 (起)昭56.12.12 国民年金課

8835 13
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：湖西市）

昭和５６年度 (起)昭56.12.12 国民年金課

8835 14
昭和56年度農業者年金事務指導監
査

昭和56年度農業者年金基金業務受託者事務指導監
査実施結果について

昭和５６年度 (起)昭57. 3.29 国民年金課

8836 1
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

昭和57年度農業者年金監査指導について 昭和５７年度 (起)昭57. 8. 9 国民年金課

8836 2
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

昭和57年度における農業者年金基金業務受託機関
事務指導監査日程について

昭和５７年度 (起)昭57. 8.12 国民年金課

8836 3
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

農業者年金基金業務受託機関事務指導監査調書
（農業用）の作成について

昭和５７年度 (起)昭57. 8.16 国民年金課

8836 4
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

昭和57年度農業者年金業務受託者監査指導の実施
について

昭和５７年度 (収)昭57. 9.13 農業水産部長

8836 5
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：沼津市）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.24 国民年金課

8836 6
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：伊東市）

昭和５７年度 (起)昭57.10.15 国民年金課

8836 7
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：細江町）

昭和５７年度 (起)昭57.10.15 国民年金課

8836 8
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：吉田町）

昭和５７年度 (起)昭57.10.23 国民年金課

8836 9
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：浜北市）

昭和５７年度 (起)昭57.10.29 国民年金課

8836 10
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：佐久間町：春野町）

昭和５７年度 (起)昭57.11.12 国民年金課

8836 11
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

昭和57年度農業者年金業務受託者監査指導日程の
変更について

昭和５７年度 (収)昭57.11.17 農政課

8836 12
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：東伊豆町：下田市）

昭和５７年度 (起)昭57.11.19 国民年金課

8836 13
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：小笠町）

昭和５７年度 (起)昭57.11.27 国民年金課

8836 14
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：熱海市）

昭和５７年度 (起)昭57.12. 3 国民年金課

8836 15
昭和57年度農業者年金事務指導監
査

昭和57年度農業者年金基金業務受託者事務指導監
査実施結果について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.19
(決)昭58. 3. 3

国民年金課

8837 1
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

昭和57年度農業者年金受託業務監査結果の送付に
ついて

昭和５８年度 (収)昭58. 5.10 農林水産部長

8837 2
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

昭和58年度農業者年金等監査指導の日程について 昭和５８年度 (収)昭58. 8. 2 農林水産部長
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8837 3
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

農業者年金等監査指導打合せ会の開催について 昭和５８年度 (収)昭58. 8. 5 農林水産部長

8837 4
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

昭和58年度における農業者年金基金業務受託機関
の事務指導監査の実施等について

昭和５８年度 (収)昭58. 8. 8
厚生省年金局企
画課長

8837 5
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

国民年金関係会議結果報告書 昭和５８年度 (起)昭58. 8.25 国民年金課

8837 6
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

昭和58年度における農業者年金基金業務受託機関
事務指導監査日程について

昭和５８年度 (起)昭58. 8.26 国民年金課

8837 7
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

農業者年金基金業務受託機関事務指導監査調書
（農協用）の作成について

昭和５８年度 (起)昭58. 8.25 国民年金課

8837 8
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：南伊豆町・賀茂村）

昭和５８年度 (起)昭58. 9.17 国民年金課

8837 9
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：土肥町・大仁町）

昭和５８年度 (起)昭58.10. 3 国民年金課

8837 10
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：芝川町）

昭和５８年度 (起)昭58.10.11 国民年金課

8837 11
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：蒲原町）

昭和５８年度 (起)昭58.10.15 国民年金課

8837 12
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：由比町）

昭和５８年度 (起)昭58.10.15 国民年金課

8837 13
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：清水市）

昭和５８年度 (起)昭58.10.12 国民年金課

8837 14
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：新居町）

昭和５８年度 (起)昭58.10.27 国民年金課

8837 15
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：藤枝市）

昭和５８年度 (起)昭58.11. 9 国民年金課

8837 16
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：岡部町）

昭和５８年度 (起)昭58.11. 9 国民年金課

8837 17
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：大東町）

昭和５８年度 (起)昭58.12.14 国民年金課

8837 18
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：浜岡町）

昭和５８年度 (起)昭58.12.20 国民年金課

8837 19
昭和58年度農業者年金事務指導監
査

昭和58年度農業者年金基金業務受託者事務指導監
査実施結果について

昭和５８年度 (起)昭59. 3.21 国民年金課

8838 1
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

昭和59年度における農業者年金基金業務受託機関
の事務指導監査の実施について

昭和５９年度 (収)昭59. 8. 2
厚生省年金局企
画課長

8838 2
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

昭和59年度農業者年金等監査指導の日程について 昭和５９年度 (収)昭59. 8.28 農業水産部長

8838 3
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

昭和59年度における農業者年金基金業務受託機関
事務指導監査日程について

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 6 国民年金課

8838 4
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

農業者年金基金業務受託機関事務指導監査調書
（農協用）の作成について

昭和５９年度 (起)昭59. 9. 6 国民年金課
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8838 5
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：伊豆長岡町）

昭和５９年度 (起)昭59.10. 3 国民年金課

8838 6
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：御殿場市）

昭和５９年度 (起)昭59.10. 6 国民年金課

8838 7
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：清水町）

昭和５９年度 (起)昭59.10.11 国民年金課

8838 8
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：富士宮市）

昭和５９年度 (起)昭59.10.15 国民年金課

8838 9
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：大井川町）

昭和５９年度 (起)昭59.10.17 国民年金課

8838 10
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：富士市）

昭和５９年度 (起)昭59.10.23 国民年金課

8838 11
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：川根町）

昭和５９年度 (起)昭59.11.14 国民年金課

8838 12
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：菊川町）

昭和５９年度 (起)昭59.11.21 国民年金課

8838 13
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：森町）

昭和５９年度 (起)昭59.12. 4 国民年金課

8838 14
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：竜洋町）

昭和５９年度 (起)昭59.12.10 国民年金課

8838 15
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：天竜市）

昭和５９年度 (起)昭59.12.20 国民年金課

8838 16
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：浜松市）

昭和５９年度 (起)昭59.12.24 国民年金課

8838 17
昭和59年度農業者年金事務指導監
査

昭和59年度農業者年金基金業務受託者事務指導監
査実施結果について

昭和５９年度 (起)昭60. 3.27 国民年金課

8839 1
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

昭和60年度における農業者年金基金の業務の運営
について

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 7
厚生省年金局企
画課長

8839 2
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

昭和60年度における農業者年金基金業務受託機関
の事務指導監査の実施について

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 7
厚生省年金局企
画課長

8839 3
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

昭和60年度における農業者年金基金業務受託機関
事務指導監査日程について

昭和６０年度 (起)昭60. 9.10 国民年金課

8839 4
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

農業者年金基金業務受託機関事務指導監査調書
（農協用）の作成について

昭和６０年度 (起)昭60. 9.21 国民年金課

8839 5
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：松崎町）

昭和６０年度 (起)昭60.10.14 国民年金課

8839 6
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：修善寺町）

昭和６０年度 (起)昭60.10. 7 国民年金課

8839 7
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：三島市）

昭和６０年度 (起)昭60.10.14 国民年金課

8839 8
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：戸田村）

昭和６０年度 (起)昭60.10.15 国民年金課

741 ページ



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

8839 9
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：富士川町）

昭和６０年度 (起)昭60.10.23 国民年金課

8839 10
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：小山町）

昭和６０年度 (起)昭60.10.30 国民年金課

8839 11
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：袋井市）

昭和６０年度 (起)昭60.11. 7 国民年金課

8839 12
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：浅羽町）

昭和６０年度 (起)昭60.12. 5 国民年金課

8839 13
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：福田町）

昭和６０年度 (起)昭60.12.10 国民年金課

8839 14
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：裾野市）

昭和６０年度 (起)昭60.12.13 国民年金課

8839 15
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

復命書（農業者年金基金業務受託者事務指導監
査：引佐町・三ヶ日町）

昭和６０年度 (起)昭60.12.21 国民年金課

8839 16
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

昭和60年度農業者年金基金業務受託機関の事務指
導監査の実施結果について

昭和６０年度 (起)昭61. 1.27 国民年金課

8839 17
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

農業者年金事業における経営移譲年金の支給につ
いて

昭和６０年度 (収)昭61. 2.18 農政課長

8839 18
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

国民年金関係会議結果報告書 昭和６０年度 (起)昭61. 3.28 国民年金課

8839 19
昭和60年度農業者年金事務指導監
査

昭和60年度農業者年金基金業務受託者事務指導監
査の実施結果について

昭和６１年度 (起)昭61. 4.16 国民年金課

8840 1 救急医療協力申出機関 救急医療申出機関一覧表の訂正について（報告） 昭和６０年度 (収)昭61. 3.20 浜松市保健所長

8840 2 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 2.10
(決)昭61. 2.12

医務課

8840 3 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 3
(決)昭61. 2. 3

医務課

8840 4 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.12.17
(決)昭60.12.19

医務課

8840 5 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.27

医務課

8840 6 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60.11. 8
(決)昭60.11.11

医務課

8840 7 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7.23
(決)昭60. 7.24

医務課

8840 8 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.12 医務課

8840 9 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度 (起)昭60. 7.10 医務課

8840 10 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 3
(決)昭60. 7. 4

医務課
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8840 11 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.21

医務課

8840 12 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 6
(決)昭60. 6. 6

医務課

8840 13 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 3
(決)昭60. 6. 4

医務課

8840 14 救急医療協力申出機関 救急医療協力申出機関の告示について（伺い） 昭和６０年度
(起)昭60. 5.24
(決)昭60. 6. 1

医務課

8841 1 救急医療協力申出機関　告示 救急告示病院名簿の送付について 昭和５８年度
(起)昭59. 1.27
(決)昭59. 1.30
(施)昭59. 1.30

医務課

8842 1 救急医療協力申出機関　資料 救急医療協力申出機関数市町村別一覧 昭和６０年度 (起)昭60. 4. 1 医務課

8843 1 救急医療施設運営調査
救急医療施設の運営等に関する調査について（報
告）

昭和６１年度
(起)昭61. 5.30
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 5.31

医務課

8843 2 救急医療施設運営調査
救急医療施設の運営等に関する調査について（回
答）

昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

医務課

8843 3 救急医療施設運営調査 救急医療施設の運営等に関する調査について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.10
(決)昭61. 3.13

医務課

8844 1 補助金交付要綱
昭和59年度「救急医療施設運営費等補助金交付要
綱」の制定について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.28
(決)昭60. 3. 1
(施)昭60. 3. 1

医務課

8844 2 補助金交付要綱
昭和59年度救急医療施設運営費補助金の申請につ
いて（通知）

昭和５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.14
(施)昭60. 2.14

医務課

8844 3 補助金交付要綱
救急医療施設運営費等補助金交付要綱の制定につ
いて（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭59.12.13
(決)昭60. 2.20
(施)昭60. 2.20

医務課

8844 4 補助金交付要綱
昭和59年度へき地医療対策費補助金の補助基準に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59.10. 5
厚生省健康政策
局指導課

8844 5 補助金交付要綱
昭和59年度医療施設等設備整備費国庫補助金の申
請について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.14
(決)昭60. 1.16
(施)昭60. 1.16

医務課

8844 6 補助金交付要綱
昭和59年度医療施設等施設整備費国庫補助金の申
請について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.10
(決)昭60. 1.14
(施)昭60. 1.14

医務課

8845 1 富士市母子センター廃止 富士市母子センターの廃止について 昭和５７年度 環境衛生課

8846 1 Ｂ型肝炎母子感染防止事業研修会 Ｂ型肝炎母子感染防止事業研修会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.10

環境衛生課

8846 2 Ｂ型肝炎母子感染防止事業研修会
Ｂ型肝炎母子感染防止事業研修会の日時の一部変
更について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.12
(決)昭60. 7.12
(施)昭60. 7.12

環境衛生課

8847 1 条例・規則 静岡県証紙規則の別表第１の改正について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.13 会計課

8847 2 条例・規則 昭和61年度静岡県行政組織規則の改正について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.21
(決)昭61. 2.21
(施)昭61. 2.21

環境衛生課

8847 3 条例・規則
静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部
改正について

昭和６０年度
(起)昭60.11.30
(決)昭60.11.30
(施)昭60.12. 2

環境衛生課
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8847 4 条例・規則
昭和60年度内に制定・改廃予定の条例・規則につ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 4.19
(決)昭60. 4.19
(施)昭60. 4.19

環境衛生課

8847 5 条例・規則 昭和60年度内制定・改廃予定の条例規則について 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 3
(決)昭60. 6. 3
(施)昭60. 6. 3

環境衛生課

8847 6 条例・規則
昭和60年度内制定・改廃予定の条例・規則につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 7.25
(決)昭60. 7.25
(施)昭60. 7.25

環境衛生課

8847 7 条例・規則 ６月議会提出予定条例案について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 4.30
(施)昭60. 4.30

環境衛生課

8848 1 行財政改革・許認可関係 規制緩和等公的規制の直しについて 昭和６０年度 (収)昭60. 7.18 企画調整課

8848 2 行財政改革・許認可関係 規制緩和等公的規制の直しについて 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 4
(決)昭60. 7. 4
(施)昭60. 7. 4

環境衛生課

8848 3 行財政改革・許認可関係 行財政改革検討事項の調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 2
(決)昭60. 7. 3
(施)昭60. 7. 3

環境衛生課

8848 4 行財政改革・許認可関係 規制緩和等公的規制の直しについて 昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.20
(施)昭60. 6.20

環境衛生課

8848 5 行財政改革・許認可関係 許認可事務調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.22
(施)昭60. 5.22

環境衛生課

8849 1
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書

報告書 昭和６０年度

8850 1
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

静岡県産学共同研究開発事業委託研究実績報告書 昭和６１年度 (収)昭61. 4.10
ヤマハ発動機株
式会社

8850 2
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

産学共同開発に係わる特許願の送付について 昭和６０年度 (収)昭61. 1.31
ヤマハ発動機株
式会社

8850 3
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和６０年度 (収)昭60. 4.15
ヤマハ発動機株
式会社

8850 4
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

昭和59年度「遠隔操縦飛翔ロボット」研究開発実
績報告書

8850 5
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和５９年度 (収)昭59. 4.14
ヤマハ発動機株
式会社

8850 6
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

静岡県産学共同研究開発課題実績報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 4.14
ヤマハ発動機株
式会社

8850 7
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

耐摩耗性表面処理技術の研究
静岡県機械技術
指導所

8850 8
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

産学共同研究開発事業委託契約書 昭和５８年度 (収)昭58. 9.16
静岡県機械技術
指導所／ヤマハ
発動機株式会社

8850 9
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

静岡県産学共同研究開発計画変更願 昭和５８年度 (収)昭58. 8. 6
ヤマハ発動機株
式会社

8850 10
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　ヤマハ発動機

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和５８年度 (収)昭58. 5.17
ヤマハ発動機株
式会社
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8851 1
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　豊年製油

静岡県産学共同研究開発事業委託研究実績報告書 昭和６０年度 (収)昭61. 3.31
豊年製油株式会
社

8851 2
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　豊年製油

昭和60年度産学共同研究開発事業にかかる事業計
画の一部変更について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.16
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.20

企画情報課

8851 3
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　豊年製油

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和６０年度 (収)昭60. 4.15
豊年製油株式会
社

8851 4
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　豊年製油

静岡県産学共同研究開発事業委託研究実績報告書 昭和６０年度 (収)昭60. 4.10
豊年製油株式会
社

8851 5
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　豊年製油

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和５９年度
豊年製油株式会
社

8851 6
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　豊年製油

静岡県産学共同研究開発実績報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 4.13
豊年製油株式会
社

8851 7
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　豊年製油

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和５８年度 (収)昭58. 5.17
豊年製油株式会
社

8852 1
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　鈴木式織機

静岡県産学共同研究開発事業委託研究実績報告書 昭和６１年度 (収)昭61. 4.16
鈴木式織機株式
会社

8852 2
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　鈴木式織機

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和６０年度 (収)昭60. 4.13
鈴木式織機株式
会社

8852 3
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　鈴木式織機

静岡県産学共同研究開発事業委託研究実績報告書 昭和６０年度 (収)昭60. 4.13
鈴木式織機株式
会社

8852 4
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　鈴木式織機

産学共同研究開発事業実施計画変更承認申請書 昭和５９年度 (収)昭60. 3. 7
鈴木式織機株式
会社

8852 5
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　鈴木式織機

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和５９年度 (収)昭59. 5.28
鈴木式織機株式
会社

8852 6
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　鈴木式織機

昭和58年度産学共同研究開発事業実績報告書 昭和５９年度 (収)昭59. 4.10
鈴木式織機株式
会社

8852 7
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　鈴木式織機

産学共同研究開発実施計画書の提出について（進
達）

昭和５８年度 (収)昭58.12. 7
浜松繊維工業試
験場長

8852 8
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　鈴木式織機

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和５８年度 (収)昭58. 5.16
鈴木式織機株式
会社

8853 1
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

静岡県産学共同研究開発事業委託研究実績報告書 昭和６０年度 (収)昭60. 4.10 石田鉄工所

8853 2
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

昭和59年度研究実績報告書 昭和５９年度 (収)昭60. 3.15 東京大学農学部

8853 3
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

静岡県産学共同研究開発課題実績報告書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.31 石田鉄工所

8853 4
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

静岡県産学共同研究開発課題申込書 石田鉄工所

8853 5
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

昭和58年度研究実績報告書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.23 東京大学農学部

8853 6
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

昭和58年度研究実績報告書 昭和５８年度
東海大学／工業
技術センター
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8853 7
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

昭和58年度研究実績報告書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.23 静岡大学

8853 8
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

昭和58年度血合肉除去装置研究報告書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.31 石田鉄工所

8853 9
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

昭和58年度血合肉分離研究報告書 昭和５８年度 (収)昭59. 3.23
パルステック工
業株式会社

8853 10
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和５８年度 (収)昭58. 5.16 石田鉄工所

8853 11
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

昭和57年度実績報告書 昭和５８年度 (収)昭58. 4.  石田鉄工所

8853 12
産学共同研究開発事業関係綴・実
績報告書　石田鉄工所

静岡県産学共同研究開発課題申込書 昭和５７年度 (収)昭57. 9. 2 石田鉄工所

8854 1 産学共同研究開発事業関係綴
産学共同研究開発事業における工業技術センター
等の役割について

工業課

8854 2 産学共同研究開発事業関係綴 産学共同開発事業に係る発明 工業課

8854 3 産学共同研究開発事業関係綴 委託費算出の考え方 工業課

8854 4 産学共同研究開発事業関係綴 静岡県産学共同研究開発小委員会次第 昭和５９年度 (施)昭59. 6.22 工業課

8854 5 産学共同研究開発事業関係綴
昭和59年度産学共同研究開発小委員会専門部会ヒ
ヤリングメモ

昭和５９年度 (施)昭59. 6. 6 工業課

8854 6 産学共同研究開発事業関係綴 産学共同研究開発小委員会専門部会次第 昭和５９年度 (施)昭59. 6. 6 工業課

8854 7 産学共同研究開発事業関係綴
昭和59年度第１回静岡県産学共同研究開発小委員
会次第

昭和５９年度 (施)昭59. 5.11 工業課

8855 1
産学共同研究開発事業関係綴　
No.１

昭和60年度静岡県産学共同研究開発事業の研究課
題募集について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 9
(決)昭60. 1.14
(施)昭60. 1.14

工業課

8855 2
産学共同研究開発事業関係綴　
No.１

昭和60年度産学共同研究開発事業の研究課題候補
について

昭和５９年度 工業課

8855 3
産学共同研究開発事業関係綴　
No.１

産学共同研究開発小委員会の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.22
(決)昭60. 2.25
(施)昭60. 2.25

工業課

8856 1
産学共同研究開発事業関係綴　
No.２

昭和59年度産学共同研究開発事業委託研究実績報
告書について

昭和６０年度 (起)昭60. 4.30 工業課

8856 2
産学共同研究開発事業関係綴　
No.２

昭和60年度産学共同研究開発事業の研究開発課題
申込書について

昭和６０年度 (起)昭60. 5. 2 工業課

8856 3
産学共同研究開発事業関係綴　
No.２

産学共同研究開発小委員会専門部会の開催次第に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 2
(決)昭60. 5. 7
(施)昭60. 5. 7

工業課

8856 4
産学共同研究開発事業関係綴　
No.２

産学共同研究開発事業委託研究実績報告書及び産
学共同研究開発課題申込書について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.21
(決)昭60. 3.23

工業課

8856 5
産学共同研究開発事業関係綴　
No.２

昭和60年度産学共同研究開発事業に係る研究開発
者の募集について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.22
(決)昭60. 3.25
(施)昭60. 3.26

工業課
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8856 6
産学共同研究開発事業関係綴　
No.２

静岡県産学共同研究開発小委員会専門部会の開催
について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.17
(決)昭60. 4.19
(施)昭60. 4.19

工業課

8857 1
産学共同研究開発事業関係綴　
No.３

静岡県産学共同研究開発小委員会の開催について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.13
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.20

工業課

8858 1
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

支出負担行為実施計画について 昭和６０年度
(起)昭60. 6.21
(決)昭60. 7. 1

工業課

8858 2
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

産学共同研究開発事業に係る試験研究機関用機器
の購入計画について

昭和６０年度 (起)昭60. 5.23 工業課

8858 3
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

昭和60年度産学共同研究開発事業の実施に係る協
力依頼について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.11 工業課

8858 4
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

部長会議報告事項について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.14
(決)昭60. 5.17
(施)昭60. 5.17

工業課

8858 5
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

産学共同研究開発事業に係る研究用機器について 昭和６０年度 (起)昭60. 6. 6 工業課

8858 6
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

産学共同研究開発小委員会の開催について 昭和６０年度 (起)昭60. 5.30 工業課

8858 7
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

産学共同研究開発事業の研究成果に係る記者説明
資料について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.20

工業課

8858 8
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

産学共同研究開発事業に係る諸様式について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.20
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.21

工業課

8858 9
産学共同研究開発事業関係綴　
No.４

静岡県産学共同研究開発事業研究成果発表会 昭和６０年度 工業課

8859 1
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

研究状況報告書の提出について 昭和６０年度 (起)昭61. 2.22 工業課

8859 2
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

昭和60年度産学共同研究開発事業委託研究実績報
告書要旨の送付について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.22 工業課

8859 3
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

昭和61年度産学共同研究開発課題申込書用紙の送
付について

昭和６０年度 (起)昭61. 2.22 工業課

8859 4
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

産学共同研究開発委託契約に係る質問に対する回
答について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.19
(決)昭60. 8.30
(施)昭60. 8.30

工業課

8859 5
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

産学共同研究開発事業の委託企業説明会の開催に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.10
(決)昭60. 7.10
(施)昭60. 7.10

工業課

8859 6
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

産学共同研究開発事業に係る事務打合せについて 昭和６０年度 (起)昭61. 2.23 工業課

8859 7
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

昭和60年度産学共同研究開発事業研究開発議題及
び委託先決定に係る通知について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 4
(決)昭60. 7. 9
(施)昭60. 7. 9

工業課

8859 8
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

昭和60年度産学共同研究開発事業の研究開発議題
及び研究開発者の決定に係る部長会議報告及び記
者発表資料について

昭和６０年度 (起)昭60. 7. 2 工業課

8859 9
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

産学共同研究開発事業における試験研究機関との
共同研究に係る覚書について

昭和６０年度
(起)昭60.12.12
(決)昭60.12.18
(施)昭60.12.25

工業課
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8859 10
産学共同研究開発事業関係綴　
No.５

産学共同研究開発事業の進捗状況について 昭和６０年度 (起)昭60.11. 9 工業課

8860 1 静清卸団地関係綴（１） 組合員建物の増築の承認について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.28
(施)昭61. 3.28

中小企業課

8860 2 静清卸団地関係綴（１） 卸団地組合員の増築にかかる診断について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.19
(決)昭61. 2.19
(施)昭61. 2.19

中小企業課

8860 3 静清卸団地関係綴（１） 復命書（県下三卸団地役員懇談会） 昭和６０年度 (起)昭61. 1.20 中小企業課

8860 4 静清卸団地関係綴（１） 高度化資金返済遅延に伴う違約金の免除について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10.18
(施)昭60.10.18

中小企業課

8860 5 静清卸団地関係綴（１）
卸団地において高度化資金償還終了前の組合員用
地分譲について

昭和６０年度 (起)昭60. 7.18 中小企業課

8861 1 静清卸団地関係綴（２） 中小企業高度化資金の繰上償還について 昭和６０年度
(起)昭60. 4. 5
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

中小企業課

8861 2 静清卸団地関係綴（２）
貸付対象施設の売却及びそれに伴う使途変更につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 9.29
(決)昭59.10. 3
(施)昭59.10. 3

中小企業課

8861 3 静清卸団地関係綴（２）
貸付対象施設の売却及びそれに伴う使途変更につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.26
(決)昭59. 9. 4
(施)昭59. 9. 4

中小企業課

8861 4 静清卸団地関係綴（２）
卸団地内土地建物の組合員への譲渡にかかる診断
について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.29
(決)昭59. 7. 3
(施)昭59. 7. 3

中小企業課

8861 5 静清卸団地関係綴（２） 中小企業高度化資金の繰上償還について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.14
(決)昭58. 2.18
(施)昭58. 2.18

中小企業課

8861 6 静清卸団地関係綴（２）
（協）静清総合卸センターにおける組合員の入替
えについて

昭和５７年度
(起)昭57.12.24
(決)昭57.12.28
(施)昭57.12.28

中小企業課

8861 7 静清卸団地関係綴（２）
（協）静清総合卸センターにおける組合員の入替
及び債務の承継について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 4
(決)昭57.12. 8
(施)昭57.12. 8

中小企業課

8861 8 静清卸団地関係綴（２）
（協）静清総合卸センターにおける組合員の入替
及び債務の承継にかかる診断について

昭和５７年度
(起)昭57.10.29
(決)昭57.11. 1
(施)昭57.11. 1

中小企業課

8861 9 静清卸団地関係綴（２）
店舗等集団化事業にかかる組合員建物の増築承認
について

昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.15
(施)昭57.12.15

中小企業課

8862 1 沼津卸団地関係綴
新規組合員の加入およびそれに伴う貸付対象施設
の売却と債務承継について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.14
(決)昭59. 4.18
(施)昭59. 4.19

中小企業課

8862 2 沼津卸団地関係綴
新規組合員の加入およびそれに伴う貸付対象施設
の売却と債務承継について

昭和５８年度
(起)昭59. 1. 6
(決)昭59. 1.17
(施)昭59. 1.18

中小企業課

8862 3 沼津卸団地関係綴 新規組合員の加入に係る診断について 昭和５８年度
(起)昭58.11.17
(決)昭58.11.22
(施)昭58.11.24

中小企業課

8862 4 沼津卸団地関係綴 臨時総会ご臨席方について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.12
沼津卸商社セン
ター理事長

8862 5 沼津卸団地関係綴 中小企業高度化資金の繰上償還について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.18
(決)昭59. 2.23
(施)昭59. 2.23

中小企業課

8862 6 沼津卸団地関係綴
新規組合員の加入および組合用地の組合員への譲
渡（売買契約）について

昭和５８年度
(起)昭59. 2.14
(決)昭59. 2.18
(施)昭59. 2.18

中小企業課
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8862 7 沼津卸団地関係綴
新規組合員の加入にかかる診断及び既組合員の隣
接地増坪にかかる協議についておよび組合用地の
組合員への譲渡（売買契約）について

昭和５８年度
(起)昭58.11.17
(決)昭58.11.22
(施)昭58.11.22

中小企業課

8862 8 沼津卸団地関係綴 昭和57年度商業団地診断報告書 昭和５８年度
中小企業総合指
導センター

8863 1 60春表彰関係綴
（個人名）氏祝賀会（黄綬褒章）の祝電と祝辞に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 3
(決)昭60. 6. 4

地場産業課

8863 2 60春表彰関係綴 祝電について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.26
(決)昭60. 4.26

地場産業課

8863 3 60春表彰関係綴 昭和60年度春の褒章受章者の内定について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.20 知事公室長

8863 4 60春表彰関係綴 戸籍謄本の交付について 昭和５９年度
(起)昭59.10.16
(決)昭59.10.16
(施)昭59.10.16

地場産業課

8863 5 60春表彰関係綴
昭和60年度春の褒章候補者に係る関係書類の提出
について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.29
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.10. 1

地場産業課

8863 6 60春表彰関係綴 戸籍謄本及び刑罰等調書の交付について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.19
(決)昭59. 9.19
(施)昭59. 9.19

地場産業課

8864 1 60秋表彰関係綴 戸籍謄本及び刑罰等調書の交付について 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 5
(施)昭60. 3. 5

地場産業課

8864 2 60秋表彰関係綴
昭和60年度秋の褒章候補者に係る関係書類の提出
について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 2
(決)昭60. 4. 2
(施)昭60. 4. 3

地場産業課

8864 3 60秋表彰関係綴 昭和60年度秋の褒章受章者の内定について 昭和６０年度 (収)昭60. 9.18 知事公室長

8864 4 60秋表彰関係綴 祝電について 昭和６０年度
(起)昭60.10.28
(決)昭60.10.29

地場産業課

8864 5 60秋表彰関係綴 褒章の返上願いについて 昭和６０年度
(起)昭60.11.19
(決)昭60.11.19
(施)昭60.11.19

地場産業課

8864 6 60秋表彰関係綴 書簡文の送付について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 3
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12. 5

地場産業課

8865 1 都県大型店対策連絡会議（１）
復命書（都道府県大規模小売店舗法関係担当課長
会議の開催について）

昭和５８年度 (起)昭59. 3.29 中小企業課

8865 2 都県大型店対策連絡会議（１）
管内都県大規模小売店舗法担当課長会議の開催に
ついて

昭和５４年度 (収)昭54. 7.23
東京通商産業局
商工部長

8865 3 都県大型店対策連絡会議（１） 大型店問題連絡会議の出席について 昭和５２年度 (起)昭52. 7.20 中小企業課

8866 1 都県大型店対策連絡会議（２） 復命書（東通管内都県大型店対策連絡会議） 昭和６０年度 (起)昭60.10.21 中小企業課

8866 2 都県大型店対策連絡会議（２）
復命書（第20回東京通産産業局管内都県大型店対
策連絡会議）

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 9
(決)昭60. 9.12
(施)昭60. 9.12

中小企業課

8866 3 都県大型店対策連絡会議（２）
復命書（第19回東京通産産業局管内都県大型店対
策連絡会議）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.25 中小企業課
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8866 4 都県大型店対策連絡会議（２）
復命書（第18回東京通産産業局管内都県大型店対
策連絡会議）

昭和５９年度 (起)昭59.10.24 中小企業課

8866 5 都県大型店対策連絡会議（２）
復命書（第17回東京通産産業局管内都県大型店対
策連絡会議）

昭和５９年度 (起)昭59. 5.31 中小企業課

8867 1 中規模店要綱の制定状況 復命書（静岡市地域商業問題調整協議会の開催） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.31 商業対策室長

8867 2 中規模店要綱の制定状況 条例・要綱関係の調査について 昭和５７年度
(起)昭57.11.19
(決)昭57.11.19
(施)昭57.11.19

商業対策室長

8867 3 中規模店要綱の制定状況
店舗面積500㎡以下の店舗に対する要綱（条例）
の制定と運用実績の調査について

昭和５７年度
(起)昭57.11. 5
(決)昭57.11. 8
(施)昭57.11. 8

商業対策室長

8867 4 中規模店要綱の制定状況 条例・要綱等の調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 5. 7
(決)昭57. 5. 7
(施)昭57. 5. 7

商業対策室長

8867 5 中規模店要綱の制定状況
店舗面積500㎡以下の建物に対する調整要綱の設
置に係る調査結果について

昭和５７年度 (収)昭57. 6.19 福岡県商工部長

8867 6 中規模店要綱の制定状況
店舗面積500㎡以下の店舗に関する条例・要綱等
の制定状況の調査について

昭和５７年度
(起)昭57. 4.23
(決)昭57. 4.24
(施)昭57. 4.24

商業対策室長

8867 7 中規模店要綱の制定状況 条例・要綱等の調査について 昭和５７年度
(起)昭57. 4.23
(決)昭57. 4.24
(施)昭57. 4.24

商業対策室長

8868 1
農業構造改善事業促進対策費補助
金交付要綱

農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱の改
正について（伺い）

昭和５６年度
(起)昭56. 8.10
(決)昭56.10. 8
(施)昭56.10. 8

農政課

8868 2
農業構造改善事業促進対策費補助
金交付要綱

農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱の一
部改正について

昭和５６年度 (収)昭56. 6.30 関東農政局長

8869 1
新農業構造改善事業促進対策（後
期対策）要綱

新農業構造改善事業映画の利用について 昭和５８年度
(起)昭59. 2.28
(決)昭59. 3. 2
(施)昭59. 3. 2

農政課

8869 2
新農業構造改善事業促進対策（後
期対策）要綱

地区再編農業構造改善事業（後期対策）実施要
領、農村地域農業構造改善事業（後期対策）実施
要領、広域農業構造改善事業（後期対策）実施要
領、特定地区農業構造改善事業（後期対策）実施
要領及び補足農業構造改善事業実施要領の運用に
ついて

昭和５８年度
(起)昭59. 1.28
(決)昭59. 2. 1
(施)昭59. 2. 1

農政課

8869 3
新農業構造改善事業促進対策（後
期対策）要綱

都道府県推進協議会等農業構造改善推進事業実施
要領の一部改正及び都道府県推進協議会等農業構
造改善推進事業の実施についての一部改正につい
て

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 6
(決)昭59. 2. 8
(施)昭59. 2.14

農政課

8869 4
新農業構造改善事業促進対策（後
期対策）要綱

集落農業構造改善事業実施要領の運用について 昭和５８年度
(起)昭58.10.27
(決)昭58.10.27
(施)昭58.10.27

農政課

8869 5
新農業構造改善事業促進対策（後
期対策）要綱

地区再編農業構造改善事業（後期対策）実施要
領、農村地域農業構造改善事業（後期対策）実施
要領、広域農業構造改善事業（後期対策）実施要
領、特定地区農業構造改善事業（後期対策）実施
要領及び補足農業構造改善事業実施要領の制定に
ついて

昭和５８年度 (起)昭58. 9.26 農政課

8869 6
新農業構造改善事業促進対策（後
期対策）要綱

集落農業構造改善事業実施要領について 昭和５８年度
(起)昭58. 9. 3
(施)昭58. 9. 3

農政課
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8869 7
新農業構造改善事業促進対策（後
期対策）要綱

新農業構造改善事業促進対策（後期対策）要綱の
制定について

昭和５８年度
(起)昭58. 8. 8
(決)昭58. 8. 8
(施)昭58. 8. 8

農政課

8870 1
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和55年度むらづくり推進事業費補助金の額の確
定について

昭和５６年度
(起)昭56. 7.22
(決)昭56. 7.23
(施)昭56. 7.23

農政課

8870 2
第２次農業構造改善事業実績報告
書

農業構造改善村落特別対策事業に係る実績報告書
の提出について（うかがい）

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

農政課

8870 3
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和54年度活力あるムラづくりマチづくり育成事
業費補助金の額の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 7.21
(決)昭55. 7.25
(施)昭55. 7.25

農政課

8870 4
第２次農業構造改善事業実績報告
書

農業村落振興緊急対策事業に係る実績報告書の提
出について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 7
(決)昭55. 6. 9
(施)昭55. 6. 9

農政課

8870 5
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和56年度第２次農業構造改善事業費補助金の額
の確定について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.23
(決)昭57. 9. 1
(施)昭57. 9. 1

農政課

8870 6
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和56年度第２次農業構造改善事業実績報告書の
提出について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.10
(決)昭57. 6.10

農政課

8870 7
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和55年度第２次農業構造改善事業費の額の確定
について

昭和５６年度
(起)昭56. 9.21
(決)昭56. 9.24
(施)昭56. 9.24

農政課

8870 8
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和55年度第２次農業構造改善事業実績報告書の
提出について

昭和５６年度
(起)昭56. 5.30
(決)昭56. 6. 3
(施)昭56. 6. 3

農政課

8870 9
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和54年度第２次農業構造改善事業費補助金の額
の確定について

昭和５５年度
(起)昭55. 8.18
(決)昭55. 8.18
(施)昭55. 8.18

農政課

8870 10
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和54年度第２次農業構造改善事業実績報告書の
提出について

昭和５５年度
(起)昭55. 6.10
(決)昭55. 6.10
(施)昭55. 6.12

農政課

8870 11
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和51年度第２次農業構造改善事業費補助金の交
付の確定について

昭和５２年度
(起)昭52. 9.12
(決)昭52. 9.19
(施)昭52. 9.19

農政課

8870 12
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和51年度第２次農業構造改善事業の実績報告に
ついて

昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.10
(施)昭52. 6.10

農政課

8870 13
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の交
付について（確定）

昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(施)昭51. 7.29

農政課

8870 14
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和50年度第２次農業構造改善事業実績報告につ
いて

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6.10

農政課

8870 15
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和50年度第２次農業構造改善事業費補助金の交
付について（49年度繰越分）確定

昭和５１年度
(起)昭51. 7.27
(施)昭51. 7.29

農政課

8870 16
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和49年度第２次農業構造改善事業実績報告につ
いて（繰越分）

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6.10

農政課

8870 17
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和49年度第２次農業構造改善事業費の額の確定
について

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 9
(施)昭50. 8.11

農政課

8870 18
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和49年度第２次農業構造改善事業実績報告につ
いて

昭和５０年度
(起)昭50. 6.10
(施)昭50. 6.10

農政課

8870 19
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和48年度第２次農業構造改善事業費補助金の額
の確定について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭49. 9. 5
(決)昭49. 9.26
(施)昭49. 9.27

農政課

8870 20
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和48年度第２次農業構造改善事業実績報告書の
提出について（うかがい）

昭和４９年度
(起)昭49. 6. 8
(決)昭49. 6.10
(施)昭49. 6.10

農政課
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8870 21
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和48年度第２次農業構造改善事業費補助金の額
の確定について（繰越分）

昭和５０年度
(起)昭50. 8. 9
(施)昭50. 8.11

農政課

8870 22
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和48年度第２次農業構造改善事業実績報告につ
いて（繰越分）

昭和５０年度
(起)昭50. 6.10
(施)昭50. 6.10

農政課

8870 23
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和53年度農村施設等総合整備事業費補助金の額
の確定について

昭和５４年度 (起)昭54.10.30 農政課

8870 24
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和53年度農村施設等総合整備事業実績報告書の
提出について

昭和５４年度
(起)昭54. 6. 4
(決)昭54. 6. 8
(施)昭54. 6. 8

農政課

8870 25
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和51年度農村施設等総合整備事業費補助金の額
の確定について

昭和５２年度
(起)昭52. 8. 6
(決)昭52. 8.10
(施)昭52. 8.10

農政課

8870 26
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和51年度農村施設等総合整備事業実績報告書の
提出について

昭和５２年度
(起)昭52. 6.10
(決)昭52. 6.10
(施)昭52. 6.10

農政課

8870 27
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和50年度農村施設等総合整備事業費補助金の額
の確定について

昭和５１年度
(起)昭51. 7.21
(決)昭51. 7.21
(施)昭51. 7.21

農政課

8870 28
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和50年度農村施設等総合整備事業実績報告書の
提出について

昭和５１年度
(起)昭51. 6. 4
(決)昭51. 6. 8
(施)昭51. 6.10

農政課

8870 29
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和56年度農業構造改善事業促進対策費補助金
（緑の村整備事業費補助金）の額の確定について

昭和５７年度
(起)昭57. 8. 5
(決)昭57. 8.11
(施)昭57. 8.11

農政課

8870 30
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和56年度新農業構造改善事業｛農村地域農業構
造改善事業（自然活用型）｝実績報告書について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 8
(決)昭57. 6.10
(施)昭57. 6.10

農政課

8870 31
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和56年度新農業構造改善事業費補助金（特定地
区農業構造改善事業費）の額の確定について

昭和５７年度
(起)昭57. 8.18
(決)昭57. 8.30
(施)昭57. 8.30

農政課

8870 32
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和56年度新農業構造改善事業（特定地区農業構
造改善事業）実績報告書について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 7
(決)昭57. 6. 9
(施)昭57. 6.10

農政課

8870 33
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和55年度緑の村整備事業費補助金の額の確定に
ついて

昭和５６年度
(起)昭56. 7.22
(決)昭56. 7.23
(施)昭56. 7.23

農政課

8870 34
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和55年度新農業構造改善事業｛農村地域農業構
造改善事業（自然活用型）｝実績報告書について

昭和５６年度
(起)昭56. 6. 3
(決)昭56. 6. 8
(施)昭56. 6. 8

農政課

8870 35
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和54年度緑の村整備事業費補助金の額の確定に
ついて

昭和５５年度
(起)昭55. 7.21
(決)昭55. 7.25
(施)昭55. 7.25

農政課

8870 36
第２次農業構造改善事業実績報告
書

昭和54年度新農業構造改善事業（緑の村整備事
業）実績報告について

昭和５５年度
(起)昭55. 6. 4
(決)昭55. 6. 5
(施)昭55. 6. 5

農政課

8871 1
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

全体計画変更について

8871 2
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

第２次農業構造改善事業の質疑応答集

8871 3
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

第２次農業構造改善事業促進対策における農業構
造改善特別対策事業の実施について

昭和５１年度 (収)昭51. 7. 5 農林事務次官

8871 4
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

昭和50年度関東地域農業構造改善事業促進対策ブ
ロック会議資料

昭和５０年度 (収)昭50.10.22
関東農政局構造
改善課

8871 5
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

第２次農業構造改善事業促進対策補助対象事業費
の取扱いについて（構造改善局長通達）
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8871 6
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

第２次農業構造改善事業推進上の留意事項につい
て

8871 7
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

２次構における計画等の統一的取扱いについて
（メモ）

昭和４９年度

8871 8
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

昭和50年度計画地区指定の取扱いについて（メ
モ）

8871 9
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

農地に関する制度と規模拡大の方策 静岡県農業会議

8871 10
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

農業振興地域の指定概要 農政課

8871 11
第２次農業構造改善事業重要変更
手続

第二次農業構造改善事業基本方針（案） 静岡県

8872 1
第２次農業構造改善事業模様替え
届（１）

農業構造改善事業によって取得した施設の模様替
届について

昭和５２年度 (収)昭52. 8. 3
西部農業事務所
長

8872 2
第２次農業構造改善事業模様替え
届（１）

第２次農業構造改善事業により取得した経営近代
化施設の一部模様替届について（進達）

昭和５２年度 (収)昭52. 8.15
東部農業事務所
長

8872 3
第２次農業構造改善事業模様替え
届（１）

第２次農業構造改善事業により取得した経営近代
化施設の一部模様替届について（進達）

昭和５２年度 (収)昭52. 9.27
東部農業事務所
長

8873 1
第２次農業構造改善事業模様替え
届（２）

昭和43・44年度農業経済圏整備事業によって取得
した財産の一部模様替え及増築届けについて

昭和５５年度
(起)昭55.12. 8
(決)昭55.12. 8
(施)昭55.12. 8

農政課

8873 2
第２次農業構造改善事業模様替え
届（２）

農業経済圏整備事業により取得した財産の処分
（譲渡）結果報告について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 6
(決)昭55.12. 6
(施)昭55.12. 6

農政課

8873 3
第２次農業構造改善事業模様替え
届（２）

農業経済圏整備事業により取得した財産処分（譲
渡）の承認について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 2
(決)昭55.12. 2
(施)昭55.12. 2

農政課

8873 4
第２次農業構造改善事業模様替え
届（２）

農業経済圏整備事業により取得した財産処分（譲
渡）の承認申請について

昭和５５年度
(起)昭55.11.12
(決)昭55.11.13
(施)昭55.11.13

農政課

8874 1
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

第二次農業構造改善事業によって取得した施設の
一部模様替届について

昭和５９年度 (収)昭60. 2.19
中遠農林事務所
長

8874 2
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

新農業構造改善事業により取得した施設の一部模
様替届について

昭和５８年度 (収)昭59. 1.20
中遠農林事務所
長

8874 3
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

地域農政整備事業によって取得した経営近代化施
設の一部模様替届の送付について

昭和５８年度 (収)昭59. 2.27
西部農林事務所
長

8874 4
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

昭和53年度地域農政特別対策事業によって取得し
た経営近代化施設の一部模様替届について

昭和５８年度 (収)昭59. 1.13
志太榛原農林事
務所長

8874 5
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

第２次農業構造改善事業によって取得した経営近
代化施設の一部模様替届について

昭和５８年度 (収)昭59. 1. 5
志太榛原農林事
務所長

8874 6
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

農用地利用増進特別対策事業によって取得した経
営近代化施設の一部模様替届について

昭和５８年度 (収)昭58.12.16
志太榛原農林事
務所長

8874 7
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

第２次構造改善事業により取得した施設の模様替
届について

昭和５８年度 (収)昭58.12.10
中遠農林事務所
長

8874 8
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

小笠農業経済圏事業により取得した施設の模様替
届について

昭和５８年度 (収)昭58.12. 5
中遠農林事務所
長
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8874 9
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

第２次農業構造改善事業により取得した施設の模
様替届について

昭和５８年度 (収)昭58.11.16
中遠農林事務所
長

8874 10
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

農村施設等総合整備事業により取得した経営近代
化施設の一部模様替えについて

昭和５８年度 (収)昭58. 8.18
中遠農林事務所
長

8874 11
第２次農業構造改善事業模様替え
届（３）

農村地域農業構造改善事業によって取得した経営
近代化施設の一部模様替届について

昭和５８年度 (収)昭58. 5. 4
西部農林事務所
長

8875 1
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

昭和56年度農用地利用増進特別対策事業によって
取得した施設の増設届けについて

昭和６０年度 (収)昭61. 3.10
伊豆農林事務所
長

8875 2
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

新農業構造改善事業により取得した近代化施設の
一部模様替届について

昭和６０年度 (収)昭60.11.19
中遠農林事務所
長

8875 3
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

昭和50年度自然休養村整備事業で取得した施設の
増築及改築の届けについて

昭和６０年度 (収)昭60. 6. 8
伊豆農林事務所
長

8875 4
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

昭和53年度地域農政特別対策事業によって取得し
た経営近代化施設の一部模様替届について

昭和６０年度 (収)昭60. 8.23
志太榛原農林事
務所長

8875 5
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

昭和52年度農用地利用増進事業促進対策事業で取
得した経営近代化施設の模様替届けについて

昭和６０年度
(起)昭60. 7.29
(決)昭60. 8. 9
(施)昭60. 8. 9

農政課

8875 6
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

昭和49年度農業構造改善事業で取得した施設の増
築及模様替届けについて

昭和５９年度 (収)昭60. 1.16
富士農林事務所
長

8875 7
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

農村施設等総合整備事業により取得した施設の一
部模様替届について

昭和５９年度 (収)昭60. 1.10
中遠農林事務所
長

8875 8
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

農村地域農業構造改善事業によって取得した施設
の一部模様替届について

昭和５９年度 (収)昭59.12.12
中遠農林事務所
長

8875 9
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

農村施設等総合整備事業により取得した経営近代
化施設の一部模様替えについて

昭和５９年度 (収)昭59. 9. 6
中遠農林事務所
長

8875 10
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

農用地利用増進特別対策事業によって取得した経
営近代化施設の一部模様替届について

昭和５９年度 (収)昭59. 8.29
中遠農林事務所
長

8875 11
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

昭和49年度第２次農業構造改善事業によって取得
した施設の模様替届について

昭和５９年度 (収)昭59. 6.21
西部農林事務所
長

8875 12
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

地域農政特別対策事業により取得した経営近代化
施設の模様替届について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 7.30
(施)昭59. 7.30

農政課

8875 13
第２次農業構造改善事業模様替え
届（４）

農業構造改善事業によって取得した経営近代化施
設の一部模様替届について

昭和５９年度 (収)昭59. 6. 1
志太榛原農林事
務所長

8876 1
農村総合整備モデル事業（大須賀
町）

利用計画について 昭和５７年度 (起)昭57.10. 5 農政課

8877 1
農村総合整備モデル事業（清水
市）

復命書（農村総合設備モデル事業） 昭和６０年度 (起)昭60.12.14 農政課

8877 2
農村総合整備モデル事業（清水
市）

清水市農村総合整備計画書の送付について 昭和５１年度
(起)昭51. 6.26
(決)昭51. 6.30

農政課

8878 1
農村総合整備モデル事業（韮山
町）

復命書（農村総合設備モデル事業中間検査） 昭和５９年度 (起)昭60. 1.21 農政課

8878 2
農村総合整備モデル事業（韮山
町）

昭和59年度農村総合整備モデル事業着手報告につ
いて

昭和５９年度 (起)昭59.12. 7 農政課
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8878 3
農村総合整備モデル事業（韮山
町）

復命書（農村総合設備モデル事業設計検査） 昭和５９年度 (起)昭59.10.30 農政課

8878 4
農村総合整備モデル事業（韮山
町）

復命書（農村総合設備モデル事業現地調査） 昭和５３年度 (起)昭54. 3.12 農政課

8878 5
農村総合整備モデル事業（韮山
町）

韮山町農村総合整備計画書の送付について 昭和５０年度
(起)昭50. 6.12
(決)昭50. 6.12
(施)昭50. 6.13

農政課

8879 1
農村総合整備モデル事業（磐田
市）

復命書（農村総合設備モデル事業現地調査） 昭和５９年度 (起)昭59. 7. 6 農政課

8879 2
農村総合整備モデル事業（磐田
市）

復命書（農村総合設備モデル事業新規採択希望地
区のヒヤリング）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 6 農政課

8880 1
農村総合整備モデル事業（松崎
町）

松崎町農村環境改善センターの設計管理委託にか
かる問題点

昭和６０年度 農政課

8880 2
農村総合整備モデル事業（松崎
町）

松崎町農村総合整備計画書の送付について 昭和５４年度
(起)昭54. 4. 2
(決)昭54. 4. 3
(施)昭54. 4. 4

農政課

8881 1
農村総合整備モデル事業・国庫債
務負担行為の取扱いについて

国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の
用に供する土地を先行取得する場合及び漁業権等
の先行補償をする場合における利子支払利率につ
いて

昭和６０年度 (収)昭61. 3. 5 関東農政局長

8882 1
農村総合整備モデル事業・セン
ター調査綴　No.１

農村環境改善センターを活用した農業、農村の振
興

昭和６０年度 農政課

8883 1
農村総合整備モデル事業・セン
ター調査綴　No.２

会計検査結果（豊田町）について 昭和６１年度 農政課

8884 1
農村総合整備モデル事業・会検関
係綴

会計検査横断検査資料（農村環境改善センター）
（天城・浜松・松崎・韮山）綴

昭和６０年度 農政課

8885 1 新普及システム推進事業　その１ 新普及システム推進事業の取り組み状況 昭和５７年度

8885 2 新普及システム推進事業　その１
復命書（普及システムの改善に関する全国検討
会）

昭和５６年度 (起)昭57. 2. 6 農業技術課

8886 1 新普及システム推進事業　その２
新普及システム推進事業関東ブロック研究会の開
催について

昭和５７年度
(起)昭57. 6. 1
(施)昭57. 6. 1

農業技術課

8886 2 新普及システム推進事業　その２ 復命書（新普及システム事業の説明等） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.21 農業技術課

8886 3 新普及システム推進事業　その２
新普及システム推進事業実施計画書の補足資料の
提出について

昭和５７年度 (起)昭57. 5. 1 農業技術課

8886 4 新普及システム推進事業　その２
新普及システム推進事業のモデル普及活動の推進
手順に関する資料の提出について

昭和５７年度 (起)昭57. 4.21 農業技術課

8887 1 新普及システム推進事業　その３
新普及システム推進事業の重点普及活動の対象地
区等の選定について（報告）

昭和５７年度 (起)昭57. 9.16 農業技術課

8887 2 新普及システム推進事業　その３
「新普及システム推進事業の運用について」の写
の送付について

昭和５７年度 (収)昭57. 8.14
関東農政局農産
普及課

8887 3 新普及システム推進事業　その３
復命書（新普及システム推進事業関東ブロック研
究会）

昭和５７年度 (起)昭57. 6.14 農業技術課
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8888 1 新普及システム推進事業　その４ 新普及システム推進事業推進要領（案） 昭和５７年度 農業技術課

8888 2 新普及システム推進事業　その４ 新普及システム推進事業計画作成要領 昭和５７年度 農業技術課

8888 3 新普及システム推進事業　その４ 昭和57年度新普及システム推進事業実績 昭和５７年度 (起)昭57.12. 7 農業技術課

8888 4 新普及システム推進事業　その４ 新普及システム推進事業推進計画書 昭和５７年度 農業技術課

8888 5 新普及システム推進事業　その４ 新普及システム推進事業の概要

8888 6 新普及システム推進事業　その４ 新普及システム推進事業の仕組みの概要

8888 7 新普及システム推進事業　その４
新普及システム推進事業に対する活動事例につい
て

昭和５６年度
(起)昭57. 1.14
(決)昭57. 1.19
(施)昭57. 1.19

農業技術課

8888 8 新普及システム推進事業　その４ 新普及システム推進事業の取り組み状況

8889 1 新普及システム推進事業　その５ 本事業により確立しようとする主要構想

8889 2 新普及システム推進事業　その５
新普及システム推進事業における専門技術員の推
進体制について

8889 3 新普及システム推進事業　その５
各県における技術情報センターの整備方向につい
て

8889 4 新普及システム推進事業　その５ 試験場におけるマイコンプログラム一覧 農業技術課

8889 5 新普及システム推進事業　その５ 昭和58年度新普及システム推進事業推進計画書 昭和５８年度 農業技術課

8889 6 新普及システム推進事業　その５
新普及システム推進事業モデル普及活動の57～58
年各県の状況

8889 7 新普及システム推進事業　その５ 書類等現有保管要領調査 昭和５８年度 農業技術課

8889 8 新普及システム推進事業　その５ 普及における情報活動の推進について 昭和５７年度

8889 9 新普及システム推進事業　その５
農家カード等電算化処理にあたっての議論すべき
事項のメモ

昭和５８年度 農業技術課

8889 10 新普及システム推進事業　その５ 情報システム推進にかかる打合せ

8889 11 新普及システム推進事業　その５ 昭和58年度普及資料調査 昭和５８年度 (収)昭58. 7.21
関東農政局農産
普及課

8889 12 新普及システム推進事業　その５ 各県情報センター関係資料 昭和５８年度

8889 13 新普及システム推進事業　その５
復命書（新普及システム推進事業関東ブロック検
討会）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.19 農業技術課
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8890 1 新普及システム推進事業　その６ 新普及システム推進事業報告書の提出について 昭和６１年度
(起)昭61. 5.30
(決)昭61. 5.31
(施)昭61. 5.31

農業技術課

8890 2 新普及システム推進事業　その６
新普及システム推進事業の報告様式の制定につい
て

昭和６０年度 (収)昭60.11.29 関東農政局長

8890 3 新普及システム推進事業　その６
昭和60年度新普及システム推進事業（重点普及活
動）実績報告書

昭和６０年度 農業技術課

8890 4 新普及システム推進事業　その６ 昭和59年度重点普及活動実施報告書 昭和５９年度 農業技術課

8890 5 新普及システム推進事業　その６ 昭和58年度重点普及活動実施報告書 昭和５８年度 農業技術課

8890 6 新普及システム推進事業　その６ 昭和57年度重点普及活動実施報告書 昭和５７年度 農業技術課

8891 1 新普及システム推進事業計画書
昭和60年度新普及システム重点普及活動実施計画
書

昭和６０年度 農業技術課

8891 2 新普及システム推進事業計画書
昭和59年度新普及システム重点普及活動実施計画
書

昭和５９年度 農業技術課

8891 3 新普及システム推進事業計画書
昭和58年度新普及システム重点普及活動実施計画
書

昭和５８年度 農業技術課

8891 4 新普及システム推進事業計画書 重点普及活動年次計画書 農業技術課

8891 5 新普及システム推進事業計画書
昭和57年度新普及システム重点普及活動実施計画
書

昭和５７年度 農業技術課

8892 1
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（１）

復命書（農村婦人の家事前協議） 昭和５９年度 (起)昭59.11.19 農業技術課

8892 2
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（１）

復命書（農村婦人の家計画打合せ） 昭和５９年度 (起)昭59.11. 6 農業技術課

8892 3
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（１）

復命書（婦人の家設置計画打合せ） 昭和５９年度 (起)昭59. 6.30 農業技術課

8893 1
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（２）

復命書（榛原町婦人の家打合せ） 昭和６０年度 (起)昭60. 5.22 農業技術課

8894 1
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（補助金申請）

復命書（榛原町農村婦人の家事務検査） 昭和６１年度 (起)昭61. 6.10 農業技術課

8894 2
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（補助金申請）

昭和60年度農村婦人の家設置事業費補助金の概算
払について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 2
(決)昭60.10. 2

農業技術課

8894 3
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（補助金申請）

昭和60年度農村婦人の家設置事業費補助金の交付
決定及び概算払の承認について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 2
(決)昭60.10. 2
(施)昭60.10. 2

農業技術課

8894 4
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（補助金申請）

昭和60年度農村婦人の家設置事業費補助金の割当
内示について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.17
(決)昭60. 8.21
(施)昭60. 8.22

農業技術課

8894 5
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（補助金申請）

昭和60年度農村婦人の家設置事業実施計画の認定
について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 4
(施)昭60. 9. 5

農業技術課

8894 6
農村婦人の家設置事業綴・榛原町
（補助金申請）

農村婦人の家設置事業実施計画の認定について
（協議）

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 9
(決)昭60. 8.15
(施)昭60. 8.15

農業技術課
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8895 1
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和59年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業実績報告書の供覧について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.10
(決)昭60. 5.10
(施)昭60. 5.10

農業技術課

8895 2
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和59年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業の委託契約の締結について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2
(施)昭59. 4. 2

農業技術課

8895 3
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和59年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業委託費の前金払について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2

農業技術課

8895 4
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証ほ設置委託
事業実施計画について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2
(施)昭59. 4. 2

農業技術課

8895 5
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証事業の委託
について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 2
(決)昭59. 4. 2
(施)昭59. 4. 2

農業技術課

8895 6
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

温州みかん対米輸出地域拡大特例対策事業成績検
討及計画打合せ会の提出資料について（伺い）

昭和５９年度
(起)昭59. 5. 2
(決)昭59. 5. 4

農業技術課

8895 7
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

温州みかん対米輸出地域拡大特別対策事業及び奄
美群島等特殊病害虫特別防除事業実施計画の協議
について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.29
(決)昭59. 9. 1
(施)昭59. 9. 1

農業技術課

8895 8
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証ほ設置委託
事業実績報告書

昭和５９年度 (収)昭59. 4.10
清水市農業協同
組合長

8895 9
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証ほ設置委託
事業実施計画について

昭和５８年度
(起)昭58. 7.19
(決)昭58. 7.26
(施)昭58. 7.26

農業技術課

8895 10
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証事業の委託
及び締結について

昭和５８年度
(起)昭58. 4. 1
(決)昭58. 4. 1
(施)昭58. 4. 1

農業技術課

8895 11
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和58年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業委託料の前金払について

昭和５８年度 (起)昭58. 4. 1 農業技術課

8895 12
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証ほ設置委託
事業実績報告書

昭和５８年度 (収)昭58. 4. 8
清水市農業協同
組合長

8895 13
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和57年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業費補助金の交付について（確定）

昭和５８年度
(起)昭58.10. 4
(決)昭58.10.11
(施)昭58.11.12

農業技術課

8895 14
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和57年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業費補助金の概算払について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.18
(決)昭58. 3.24

農業技術課

8895 15
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和57年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業費補助金の変更交付決定及び概算払変更承認
について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.18
(決)昭58. 3.24
(施)昭58. 3.24

農業技術課

8895 16
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和57年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業費補助金の概算払について

昭和５７年度
(起)昭58. 2.16
(決)昭58. 2.21

農業技術課

8895 17
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和57年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業費補助金の交付決定及び概算払の承認につい
て

昭和５７年度
(起)昭58. 2.16
(決)昭58. 2.21
(施)昭58. 2.21

農業技術課

8895 18
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証事業費補助
金の変更内示について

昭和５７年度
(起)昭58. 3. 1
(決)昭58. 3. 1
(施)昭58. 3. 1

農業技術課

8895 19
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証事業費補助
金の内示について

昭和５７年度
(起)昭58. 1.20
(決)昭58. 1.22
(施)昭58. 1.24

農業技術課

8895 20
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証事業費補助
金交付要綱の制定について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 5
(決)昭57.11.13
(施)昭57.11.16

農業技術課
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8895 21
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証事業実施計
画について

昭和５７年度
(起)昭57.12. 9
(決)昭57.12.10
(施)昭57.12.10

農業技術課

8895 22
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証ほ設置委託
事業実施計画について

昭和５７年度
(起)昭57.12.17
(決)昭57.12.23
(施)昭57.12.23

農業技術課

8895 23
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

委託料の前金払について 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 7
(決)昭58. 2. 9

農業技術課

8895 24
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和57年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業の委託契約の締結について

昭和５７年度
(起)昭57.12.13
(決)昭57.12.16
(施)昭57.12.16

農業技術課

8895 25
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

昭和57年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業の委託について

昭和５７年度
(起)昭57.12.10
(決)昭57.12.13
(施)昭57.12.13

農業技術課

8895 26
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.１

かんきつかいよう病完全防除技術実証事業委託要
領及び委託契約書の制定について

昭和５７年度
(起)昭57.10. 5
(決)昭57.11. 2
(施)昭57.11. 2

農業技術課

8896 1
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.２

温州みかん対米輸出地域拡大特別対策事業成績検
討及計画打合せ会の開催について

昭和６１年度 (収)昭61. 4.10
関東農政局農産
普及課植物防疫
係

8896 2
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.２

かんきつかいよう病完全防除技術実証ほ設置委託
事業実績報告書

昭和６０年度 (収)昭61. 3.11
清水市農業協同
組合長

8896 3
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.２

温州みかん対米輸出地域拡大特別対策事業成績検
討（県事業名：かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業）及び計画打合せ会提出資料について

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5. 8
(施)昭60. 5. 8

農業技術課

8896 4
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.２

復命書（温州みかん対米輸出地域拡大特別対策事
業検討会）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.11 農業技術課

8896 5
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.２

昭和60年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業実績報告書の供覧について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.12
(決)昭61. 4.17
(施)昭61. 4.17

農業技術課

8896 6
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.２

昭和60年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
ほ設置委託事業実施計画について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 4
(決)昭60. 4. 4
(施)昭60. 4. 4

農業技術課

8896 7
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.２

昭和60年度かんきつかいよう病完全防除技術実証
事業委託契約書の送付について

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 1
(決)昭60. 4. 1
(施)昭60. 4. 1

農業技術課

8896 8
かんきつかいよう病完全防除技術
実証事業　No.２

かんきつかいよう病完全防除技術実証事業の委託
について

昭和６０年度
(起)昭60. 3.29
(決)昭60. 3.30
(施)昭60. 4. 1

農業技術課

8897 1 農水省関係農薬残留調査事業
昭和60年度農薬安全指導等特別対策事業及び農薬
安全使用技術向上対策事業成績検討会の資料送付
について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.25
(決)昭61. 6.26
(施)昭61. 6.26

農業技術課

8897 2 農水省関係農薬残留調査事業
農薬残留特別調査事業の成績の活用状況調査及び
農薬危害運動スポット放送に関するアンケート調
査について

昭和６１年度
(起)昭61. 6.25
(決)昭61. 6.26
(施)昭61. 6.26

農業技術課

8897 3 農水省関係農薬残留調査事業
農薬安全指導等特別対策事業及び農薬安全使用技
術向上対策事業の成績検討会の開催について

昭和６１年度
(起)昭61. 7. 7
(決)昭61. 7. 7
(施)昭61. 7. 7

農業技術課

8897 4 農水省関係農薬残留調査事業
昭和60年度農薬残留調査事業及び農薬安全使用技
術向上対策事業実施計画について

昭和６１年度
(起)昭61.11. 1
(決)昭61.11. 2
(施)昭61.11. 2

農業技術課

8898 1 環境庁委託農薬残留調査　No.１ 昭和60年度農薬残留対策調査結果の報告について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

農業技術課
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8898 2 環境庁委託農薬残留調査　No.１
昭和60年度農薬残留対策調査の委託契約の締結に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 8
(決)昭60. 4.10
(施)昭60. 4.10

農業技術課

8898 3 環境庁委託農薬残留調査　No.１ 農薬残留対策調査技術検討会の開催について 昭和６１年度
(起)昭61. 6.12
(決)昭61. 6.12
(施)昭61. 6.12

農業技術課

8898 4 環境庁委託農薬残留調査　No.１
昭和60年度環境庁委託調査費の交付請求書の提出
について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.20
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.20

農業技術課

8898 5 環境庁委託農薬残留調査　No.１ 昭和60年度農薬残留対策調査計画について 昭和５９年度
(起)昭59.11.26
(決)昭59.11.26
(施)昭59.11.27

農業技術課

8898 6 環境庁委託農薬残留調査　No.１ 昭和60年度農薬残留対策調査計画について 昭和５９年度
(起)昭59.12.12
(決)昭59.12.17
(施)昭59.12.17

農業技術課

8898 7 環境庁委託農薬残留調査　No.１ 農薬残留対策調査技術検討会の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 8
(決)昭60. 2.14
(施)昭60. 2.14

農業技術課

8899 1 環境庁委託農薬残留調査　No.２
復命書（昭和60年度農薬残留対策調査成績検討
会）

昭和６１年度 (起)昭61. 7. 9 農業技術課

8899 2 環境庁委託農薬残留調査　No.２
昭和60年度環境庁委託調査費の交付請求書の提出
について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 4
(決)昭60.10. 5
(施)昭60.10. 5

農業技術課

8899 3 環境庁委託農薬残留調査　No.２ 業務委託費の確定について 昭和６１年度 (収)昭61. 4.28
環境庁水質保全
局長

8899 4 環境庁委託農薬残留調査　No.２ 昭和60年度農薬残留対策調査の業務委託について 昭和６０年度 (起)昭60. 7.18 農業技術課

8899 5 環境庁委託農薬残留調査　No.２ 昭和60年度農薬残留対策調査の業務委託について 昭和６０年度 (収)昭60. 4. 1
環境庁水質保全
局長

8900 1 農薬登録速報 農薬登録速報（60.11.30～61.１.10） 昭和６０年度
関東農政局農産
普及課

8900 2 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.10
関東農政局農産
普及課

8900 3 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.19
関東農政局農産
普及課

8900 4 農薬登録速報 農薬登録速報（61.１.31） 昭和６０年度
関東農政局農産
普及課

8900 5 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60.11.19
関東農政局農産
普及課

8900 6 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭61. 3.18
関東農政局農産
普及課

8900 7 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.31
関東農政局農産
普及課

8900 8 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60.11. 7
関東農政局農産
普及課

8900 9 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60.10. 4
関東農政局農産
普及課

8900 10 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 9. 4
関東農政局農産
普及課
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8900 11 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.16
関東農政局農産
普及課

8900 12 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.24
関東農政局農産
普及課

8900 13 農薬登録速報 農薬登録速報（60.５.18） 昭和６０年度
関東農政局農産
普及課

8900 14 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.19
関東農政局農産
普及課

8900 15 農薬登録速報 農薬登録速報の送付について 昭和６０年度 (収)昭60. 4.18
関東農政局農産
普及課

8901 1 魚毒事故 曳馬排水路（浜松市） 昭和６０年度 (収)昭60. 9.24 西部農林事務所

8901 2 魚毒事故 青野川（西伊豆町） 昭和６０年度 (収)昭60. 9.24 伊豆農林事務所

8901 3 魚毒事故 小山川（御殿場市） 昭和６０年度 (収)昭60. 8.14 東部農林事務所

8901 4 魚毒事故 二ッ池（静岡市小鹿） 昭和６０年度 (収)昭60. 8. 2 中部農林事務所

8901 5 魚毒事故 鳥川（伊東市） 昭和６０年度 (収)昭60. 6. 7 東部農林事務所

8901 6 魚毒事故 小潤井川（富士市） 昭和６０年度 (収)昭60. 5.31 富士農林事務所

8901 7 魚毒事故 伊豆長岡町内での鮎の死亡事故 昭和６０年度 (収)昭60. 7.17 東部農林事務所

8901 8 魚毒事故 波多打川（清水市） 昭和６１年度 (収)昭61. 7.25 中部農林事務所

8901 9 魚毒事故 南川（松崎町） 昭和６１年度 (収)昭61. 9.11 伊豆農林事務所

8901 10 魚毒事故 黄瀬川（沼津市） 昭和６０年度 (起)昭60.11. 4 農業技術課

8901 11 魚毒事故 松毛川（三島市梅名） 昭和６１年度 (収)昭61.11. 7 東部農林事務所

8901 12 魚毒事故 柿島養鱒場（中伊豆町地蔵堂） 昭和６１年度 (収)昭62. 3.13 東部農林事務所

8902 1 農薬中毒資料　No.１
昭和58年度における農薬の使用に伴う被害の報告
について

昭和５９年度
(起)昭59. 4.16
(決)昭59. 4.18

農業技術課

8902 2 農薬中毒資料　No.１
昭和59年度における農薬の使用に伴う被害の報告
について

昭和６０年度
(起)昭60. 4.22
(決)昭60. 4.23
(施)昭60. 4.26

農業技術課

8902 3 農薬中毒資料　No.１ 農業中毒事故の発生状況について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.23
(決)昭60. 4.26
(施)昭60. 4.26

農業技術課

8902 4 農薬中毒資料　No.１ 農薬中毒事故の発生状況について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.10
(決)昭59. 4.11
(施)昭59. 4.12

農業技術課
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8903 1 農薬中毒資料　No.２
農薬中毒事故の発生状況について（61年度集計
分）

昭和６１年度 農業技術課

8903 2 農薬中毒資料　No.２
昭和60年度における農薬使用に伴う被害の報告に
ついて

昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.23
(施)昭61. 4.23

農業技術課

8903 3 農薬中毒資料　No.２ パラコート剤による死亡事故の発生について 昭和６０年度 (収)昭60.12.14 伊豆農林事務所

8904 1 農薬指導取締結果 各農林事務所からの報告書 昭和６１年度 農業技術課

8905 1 農薬立入指導取締綴 農薬販売業者の届出事務について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 4
(決)昭61. 3. 4
(施)昭61. 3. 5

農業技術課

8905 2 農薬立入指導取締綴 農薬販売業者立入検査の協力依頼について 昭和５９年度 (収)昭59. 6. 4 伊豆農林事務所

8905 3 農薬立入指導取締綴 復命書（農薬販売店立入検査） 昭和５８年度 (起)昭58. 8.25 農業技術課

8905 4 農薬立入指導取締綴 復命書（農薬販売店立入検査） 昭和５８年度 (起)昭58.11. 8 農業技術課

8905 5 農薬立入指導取締綴 復命書（農薬販売店立入検査） 昭和５８年度 (起)昭58.10. 5 農業技術課

8905 6 農薬立入指導取締綴 合成ピレスロイド系化合物農薬の特約店について 昭和５８年度
(起)昭58. 9.14
(決)昭58. 9.14
(施)昭58. 9.16

農業技術課

8905 7 農薬立入指導取締綴 復命書（農薬販売店立入検査） 昭和５８年度 (起)昭58. 8. 3 農業技術課

8905 8 農薬立入指導取締綴 農薬取締法第10条の２の違反検査の結果について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.31
志太榛原農林事
務所

8905 9 農薬立入指導取締綴 復命書（農薬販売店立入検査） 昭和５８年度 (起)昭58. 8.24 農業技術課

8905 10 農薬立入指導取締綴 復命書（農林水産省検査所による立入検査） 昭和５８年度 (起)昭58. 8. 4 農業技術課

8906 1
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

ベゴニアに対する数種薬剤の薬害試験 昭和５８年度 (起)昭59. 1.11 農業技術課

8906 2
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

キンケクチブドゾウムシの防除について 昭和５９年度 (起)昭59. 4.12 農業技術課

8906 3
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除） 昭和５８年度 (起)昭59. 3.30 農業技術課

8906 4
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除） 昭和５８年度 (起)昭59. 3. 2 農業技術課

8906 5
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除の打合
せ）

昭和５８年度 (起)昭59. 2.24 農業技術課

8906 6
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除の打合
せ）

昭和５８年度 (起)昭58.12. 7 農業技術課

8906 7
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除） 昭和５７年度 (起)昭58. 2. 9 農業技術課
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8906 8
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

キンケクチブドゾウムシの発生調査について 昭和５８年度 (収)昭58.12.22
名古屋植物防疫
所

8906 9
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除作業） 昭和５８年度 (起)昭58.10.27 農業技術課

8906 10
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査） 昭和５８年度 (起)昭58. 9.10 農業技術課

8906 11
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査等） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.21 農業技術課

8906 12
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査） 昭和５８年度 (起)昭58. 5.14 農業技術課

8906 13
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.24 農業技術課

8906 14
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除作業） 昭和５７年度 (起)昭57.11.10 農業技術課

8906 15
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査） 昭和５７年度 (起)昭57.10.14 農業技術課

8906 16
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査） 昭和５７年度 (起)昭57. 5.13 農業技術課

8906 17
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生消長調
査）

昭和５６年度 (起)昭57. 3.10 農業技術課

8906 18
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生消長調
査、検討会）

昭和５６年度 (起)昭56.10.26 農業技術課

8906 19
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生状況調査
及び検討会）

昭和５６年度 (起)昭56. 8.31 農業技術課

8906 20
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

キンケクチブドゾウムシの発生状況調査について 昭和５６年度
(起)昭56. 6.15
(決)昭56. 6.15
(施)昭56. 6.16

農業技術課

8906 21
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除確認調
査）

昭和５６年度 (起)昭56. 6. 9 農業技術課

8906 22
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシに係る出荷物追
跡確認）

昭和５６年度 (起)昭56. 7. 1 農業技術課

8906 23
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除） 昭和５６年度 (起)昭56. 5.21 農業技術課

8906 24
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除対策打合
せ）

昭和５６年度 (起)昭56. 5.16 農業技術課

8906 25
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシに係る調査等打
合せ）

昭和５６年度 (起)昭56. 4.30 農業技術課

8906 26
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシに関する調査） 昭和５６年度 (起)昭56. 5. 7 農業技術課

8906 27
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

復命書（キンケクチブドゾウムシ調査） 昭和５６年度 (起)昭56. 4.13 農業技術課

8906 28
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

第１園芸シクラメン（キンケクチブドゾウムシ）
流通状況調査

昭和５５年度 (起)昭56. 3. 6 農業技術課
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8906 29
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

56年度植防事業実施計画協議及びキンケクチブド
ゾウムシ緊急対策会議

昭和５５年度 (起)昭56. 2.25 農業技術課

8906 30
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

キンケクチブドゾウムシに対する有効薬剤試験結
果の報告について

昭和５６年度
(起)昭56. 4.30
(決)昭56. 4.30
(施)昭56. 4.30

農業技術課

8906 31
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

キンケクチブドゾウムシの発生報告 昭和５５年度 (起)昭56. 2. 9 農業技術課

8906 32
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.１

シクラメンの根部を加害するゾウムシについて 昭和５５年度 (収)昭56. 1.24 農業試験場

8907 1
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生確認調
査）

昭和６０年度 (起)昭61. 3.13 農業技術課

8907 2
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生確認調
査）

昭和６０年度 (起)昭60.12. 2 農業技術課

8907 3
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生確認調
査）

昭和６０年度 (起)昭60.10.21 農業技術課

8907 4
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの防除対策打合
せ）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.11 農業技術課

8907 5
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

昭和59年度キンケクチブドゾウムシ防除対策事業
実施状況報告書について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.26
(決)昭60. 3.28
(施)昭60. 3.28

農業技術課

8907 6
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

昭和59年度天敵増殖配布事業実施細目昭和59年度
キンケクチブドゾウムシ防除対策事業実施細目に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59. 8.11 関東農政局長

8907 7
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

昭和59年度キンケクチブドゾウムシ防除対策事業
実施計画の認定について

昭和５９年度 (収)昭59.10. 5 関東農政局長

8907 8
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

昭和59年度キンケクチブドゾウムシ防除対策事業
実施計画について

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 6
(決)昭59. 9.10
(施)昭59. 9.10

農業技術課

8907 9
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの防除について 昭和５９年度
(起)昭60. 3.11
(決)昭60. 3.12
(施)昭60. 3.13

農業技術課

8907 10
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの発生調査及び防除につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 2.14
(決)昭60. 2.15
(施)昭60. 2.15

農業技術課

8907 11
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの発生調査及び防除につ
いて

昭和５９年度
(起)昭60. 1.17
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.21

農業技術課

8907 12
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの緊急防除対策
事業打合せ会）

昭和５９年度 (起)昭59. 7.23 農業技術課

8907 13
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの発生調査及び防除につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 8.20
(決)昭59. 8.21
(施)昭59. 8.21

農業技術課

8907 14
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

昭和59年度キンケクチブドゾウムシ防除対策事業
実施計画について

昭和５９年度
(起)昭59.10. 5
(決)昭59.10. 6
(施)昭59.10.17

農業技術課

8907 15
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの防除法に関する試験結
果について

昭和５９年度
(起)昭59.11.29
(決)昭59.11.29
(施)昭59.11.29

農業技術課

8907 16
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査） 昭和５９年度 (起)昭59.11. 8 農業技術課
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8907 17
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査及び
防除作業）

昭和５９年度 (起)昭59.10.18 農業技術課

8907 18
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの発生調査及び防除につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59.10. 4
(決)昭59.10. 6
(施)昭59.10. 8

農業技術課

8907 19
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの発生調査及び防除につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 9.10
(決)昭59. 9.10
(施)昭59. 9.11

農業技術課

8907 20
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生調査） 昭和５９年度 (起)昭59. 8.10 農業技術課

8907 21
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの発生調査及び防除につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 7.27
(決)昭59. 7.27
(施)昭59. 7.27

農業技術課

8907 22
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシ緊急防除対策事業打合せ
会の開催について

昭和５９年度
(起)昭59. 7. 2
(決)昭59. 7. 3
(施)昭59. 7. 3

農業技術課

8907 23
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

キンケクチブドゾウムシの防除について 昭和５９年度
(起)昭59. 4.23
(決)昭59. 4.23
(施)昭59. 4.23

農業技術課

8907 24
キンケクチブトゾウムシ関係資料　
No.２

復命書（キンケクチブドゾウムシの発生消長調
査）

昭和５９年度 (起)昭59. 4.12 農業技術課

8908 1 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59. 9.29
(施)昭59.10. 1

農業技術課

8908 2 病害虫発生予察情報　No.１
「ミカンハダニ」の病害虫発生予察情報（注意
報）発表に係る資料提供について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.28
(決)昭59.10. 1
(施)昭59.10. 1

農業技術課

8908 3 病害虫発生予察情報　No.１
イネ紋枯病の発生予察注意報発表に係る資料提供
について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.31
(決)昭59. 7.31
(施)昭59. 7.31

農業技術課

8908 4 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.30
(決)昭59. 7.30
(施)昭59. 7.30

農業技術課

8908 5 病害虫発生予察情報　No.１ イネ病害虫の防除指導について 昭和５８年度 (収)昭58. 8.11
関東農政局生産
流通部長

8908 6 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５８年度
(起)昭58. 7.29
(決)昭58. 7.29
(施)昭58. 7.29

農業技術課

8908 7 病害虫発生予察情報　No.１ イネいもち病（穂いもち）の防除指導について 昭和５７年度 (収)昭57. 8.24
関東農政局生産
流通部長

8908 8 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５７年度
(起)昭58. 2.21
(決)昭58. 2.22
(施)昭58. 2.22

農業技術課

8908 9 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.28
(決)昭57. 8.30
(施)昭57. 8.30

農業技術課

8908 10 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５７年度
(起)昭57. 8.13
(決)昭57. 8.13
(施)昭57. 8.13

農業技術課

8908 11 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５７年度 (起)昭57. 7.26 農業技術課

8908 12 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５７年度
(起)昭57. 5.31
(決)昭57. 6. 1
(施)昭57. 6. 1

農業技術課

8908 13 病害虫発生予察情報　No.１ 病害虫発生予察情報（注意報）の発表について 昭和５７年度 (起)昭57. 5.21 農業技術課
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8908 14 病害虫発生予察情報　No.１ 復命書（病害虫発生予報会議） 昭和５７年度 (起)昭57. 8.28 農業技術課

8909 1 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（３月予報）について 昭和５９年度
(起)昭60. 3. 7
(決)昭60. 3. 8
(施)昭60. 3. 8

農業技術課

8909 2 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予報会議の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 4
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 6

農業技術課

8909 3 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（２月予報）について 昭和５９年度
(起)昭60. 2. 4
(決)昭60. 2. 5
(施)昭60. 2. 6

農業技術課

8909 4 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（12月予報）について 昭和５９年度
(起)昭59.12. 4
(決)昭59.12. 5
(施)昭59.12. 5

農業技術課

8909 5 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（１月予報）について 昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1. 8
(施)昭60. 1. 8

農業技術課

8909 6 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（11月予報）について 昭和５９年度
(起)昭59.11. 5
(決)昭59.11. 6
(施)昭59.11. 6

農業技術課

8909 7 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（８月予報）について 昭和５９年度
(起)昭59. 8. 7
(決)昭59. 8. 8
(施)昭59. 8. 8

農業技術課

8909 8 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（10月予報）について 昭和５９年度
(起)昭59.10. 5
(決)昭59.10. 5
(施)昭59.10. 5

農業技術課

8909 9 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（９月予報）について 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 4
(決)昭59. 9. 6
(施)昭59. 9. 7

農業技術課

8909 10 病害虫発生予察情報　No.２ イネ病害虫の防除指導について 昭和５９年度 (収)昭59. 8. 4
関東農政局生産
流通部長

8909 11 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（７月予報）について 昭和５９年度
(起)昭59. 7. 6
(決)昭59. 7. 9
(施)昭59. 7. 9

農業技術課

8909 12 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（６月予報）について 昭和５９年度
(起)昭59. 6. 5
(決)昭59. 6. 6
(施)昭59. 6. 6

農業技術課

8909 13 病害虫発生予察情報　No.２ 病害虫発生予察情報（４月予報）について 昭和５９年度
(起)昭59. 4. 5
(決)昭59. 4. 6
(施)昭59. 4. 6

農業技術課

8910 1 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（３月予報）について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 4
(決)昭61. 3. 6
(施)昭61. 3. 6

農業技術課

8910 2 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（２月予報）について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.10
(決)昭61. 2.13
(施)昭61. 2.13

農業技術課

8910 3 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（１月予報）について 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 7
(決)昭61. 1. 8
(施)昭61. 1. 8

農業技術課

8910 4 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（12月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 5
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12. 5

農業技術課

8910 5 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（11月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60.11. 5
(決)昭60.11. 7
(施)昭60.11. 7

農業技術課

8910 6 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（10月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 9
(決)昭60.10. 9
(施)昭60.10. 9

農業技術課

8910 7 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（９月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60. 9. 4
(決)昭60. 9. 5
(施)昭60. 9. 5

農業技術課
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8910 8 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（８月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60. 8. 5
(決)昭60. 8. 5
(施)昭60. 8. 5

農業技術課

8910 9 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（７月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 8
(決)昭60. 7. 9
(施)昭60. 7. 9

農業技術課

8910 10 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（６月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 4
(施)昭60. 6. 4

農業技術課

8910 11 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（５月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60. 5. 8
(決)昭60. 5. 8
(施)昭60. 5. 8

農業技術課

8910 12 病害虫発生予察情報　No.３ 病害虫発生予察情報（４月予報）について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 4.11
(施)昭60. 4.11

農業技術課

8911 1 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（59年度） 昭和５９年度 農業技術課

8911 2 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（58年度） 昭和５８年度 農業技術課

8911 3 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（57年度） 昭和５７年度 農業技術課

8911 4 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（56年度） 昭和５６年度 農業技術課

8911 5 新聞コメント記事綴
復命書（クワゴマダラヒトリの発生及び被害状況
調査）

昭和５６年度 (起)昭56. 9.19 農業技術課

8911 6 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（55年度） 昭和５５年度 農業技術課

8911 7 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（54年度） 昭和５４年度 農業技術課

8911 8 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（53年度） 昭和５３年度 農業技術課

8911 9 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（52年度） 昭和５２年度 農業技術課

8911 10 新聞コメント記事綴 新聞記事コメント綴（51年度） 昭和５１年度 農業技術課

8912 1 植物防疫事業補助金交付要綱 植物防疫対策事業補助金交付要綱　昭和57年８月 昭和５７年度
農林水産省農蚕
園芸局

8912 2 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５６年度 (収)昭57. 3. 5 関東農政局

8912 3 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５６年度 (収)昭56. 6.25 関東農政局

8912 4 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５５年度 (収)昭56. 2.16 関東農政局

8912 5 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業関係補助金交付要綱植物防疫対
策事業関係実施要領及び運用について　昭和55年
10月

昭和５５年度
農林水産省農蚕
園芸局
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8912 6 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５５年度 (収)昭55. 8.25 関東農政局

8912 7 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５４年度 (収)昭55. 3. 8 関東農政局

8912 8 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱植物防疫対策事
業関係実施要領及び運用について　昭和54年10月

昭和５４年度
農林水産省農蚕
園芸局

8912 9 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５４年度 (収)昭54. 8.23 関東農政局

8912 10 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５３年度 (収)昭54. 2. 2 関東農政局

8912 11 植物防疫事業補助金交付要綱 病害虫防除対策事業実施要領の一部改正について 昭和５３年度 (収)昭53. 7.24 関東農政局

8912 12 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５３年度 (収)昭53. 8. 3 関東農政局

8912 13 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５１年度 (収)昭52. 3. 2 関東農政局

8912 14 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５２年度 (収)昭53. 2.20 関東農政局

8912 15 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正等に
ついて

昭和５１年度 (収)昭51.12. 4 関東農政局

8912 16 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５１年度 (収)昭51. 9.13 関東農政局

8912 17 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱の一部改正につ
いて

昭和５２年度 (収)昭52. 8.25 関東農政局

8912 18 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱（昭和31年11月
１日） 

昭和５２年度 (収)昭52. 8.10
農林省農蚕園芸
局

8912 19 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱（昭和31年11月
１日） 

昭和５１年度 (収)昭51. 8.10
農林省農蚕園芸
局

8912 20 植物防疫事業補助金交付要綱
植物防疫対策事業補助金交付要綱（昭和31年11月
１日） 

昭和５０年度 (収)昭50. 8.29
農林省農蚕園芸
局

8913 1 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進費補助金の額の確定
通知について

昭和５９年度 (収)昭59. 8.31 関東農政局

8913 2 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進事業実績報告書につ
いて

昭和５９年度
(起)昭59. 6. 7
(決)昭59. 6. 9
(施)昭59. 6. 9

農業技術課

8913 3 植物防疫事業補助金（１） 農業振興事業推進費補助金交付要綱 昭和５８年度
農林省農蚕園芸
局

8913 4 植物防疫事業補助金（１）
農業振興事業推進費補助金の概算払請求書の提出
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 7
(決)昭59. 3. 8
(施)昭59. 3. 8

農業技術課

8913 5 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業補助金の追加内示につい
て

昭和５８年度 (収)昭59. 3. 5 関東農政局

8913 6 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進費補助金交付決定の
変更通知について

昭和５８年度 (収)昭59. 3.23 関東農政局
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8913 7 植物防疫事業補助金（１）
農業振興事業推進費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５８年度 (収)昭59. 3.14 関東農政局

8913 8 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進事業変更承認申請書
について

昭和５８年度
(起)昭59. 3. 7
(決)昭59. 3. 8
(施)昭59. 3. 8

農業技術課

8913 9 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進費補助金の概算払請
求書の提出について

昭和５８年度
(起)昭59. 1.13
(決)昭59. 1.18
(施)昭59. 1.19

農業技術課

8913 10 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業補助金の追加内示につい
て

昭和５８年度 (収)昭58.12. 8 関東農政局

8913 11 植物防疫事業補助金（１）
農業振興事業推進費補助金の概算払請求書の提出
について

昭和５８年度
(起)昭58.12. 9
(決)昭58.12. 9
(施)昭58.12.10

農業技術課

8913 12 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進費補助金交付決定の
通知について

昭和５８年度
(起)昭58.12.12
(決)昭58.12.15
(施)昭58.12.15

農業技術課

8913 13 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進費補助金の交付申請
について

昭和５８年度
(起)昭58.10.28
(決)昭58.10.29
(施)昭58.10.29

農業技術課

8913 14 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進費補助金の割当内示
及び補助金申請書提出に係る資料の提出について

昭和５８年度
(起)昭58. 9.29
(決)昭58.10. 4
(施)昭58.10. 5

農業技術課

8913 15 植物防疫事業補助金（１）
昭和58年度農業振興事業推進費補助金の割当内示
及び補助職員の定数について

昭和５８年度 (収)昭58. 9.13 関東農政局

8913 16 植物防疫事業補助金（１）
集落協議会等の開催に要する経費の取扱いについ
て

昭和５８年度
(起)昭58. 6.18
(決)昭58. 6.22
(施)昭58. 6.23

農業技術課

8914 1 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金の額の確定
通知について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.28 関東農政局

8914 2 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金実績報告書
について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 4
(決)昭60. 6. 7
(施)昭60. 6. 7

農業技術課

8914 3 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度植物防疫事業実施状況報告書の提出に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.31
(決)昭60. 5.31
(施)昭60. 5.31

農業技術課

8914 4 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金の概算払請
求書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.12
(決)昭60. 3.13
(施)昭60. 3.13

農業技術課

8914 5 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進事業変更承認申請書
について

昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 2.28
(施)昭60. 3. 2

農業技術課

8914 6 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金の追加内示
について

昭和５９年度 (収)昭60. 2.21 関東農政局

8914 7 植物防疫事業補助金（２）
農業振興事業推進費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５９年度 (収)昭60. 2.28 関東農政局

8914 8 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金の追加割当
てについて

昭和５９年度 (収)昭60. 2.19 関東農政局

8914 9 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金の交付決定
の通知について

昭和５９年度 (収)昭59.12.12 関東農政局

8914 10 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金の概算払請
求書の提出について

昭和５９年度
(起)昭59.12.11
(決)昭59.12.11
(施)昭59.12.12

農業技術課

8914 11 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金の交付申請
について

昭和５９年度
(起)昭59.12. 4
(決)昭59.12. 5
(施)昭59.12. 5

農業技術課
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8914 12 植物防疫事業補助金（２）
昭和59年度農業振興事業推進費補助金の割当て内
示及び補助職員の定数について

昭和５９年度 (収)昭59. 7.25 関東農政局

8914 13 植物防疫事業補助金（２）
農業振興事業推進費補助金交付要綱の一部改正に
ついて

昭和５９年度 (収)昭59. 8.25 関東農政局

8914 14 植物防疫事業補助金（２） 昭和59年度植物防疫事業実施計画書について 昭和５９年度
(起)昭59. 9. 4
(決)昭59. 9.10
(施)昭59. 9.17

農業技術課

8914 15 植物防疫事業補助金（２） 昭和59年度植物防疫事業実施計画の協議について 昭和５９年度 (収)昭59.10. 3 関東農政局

8915 1 病害虫防除対策事業実施要領 植物防疫事業関係通達（昭和59年７月） 昭和５９年度
農林水産農蚕園
芸局

8915 2 病害虫防除対策事業実施要領 植物防疫事業関係通達（昭和58年７月） 昭和５８年度
農林水産省農蚕
園芸局

8915 3 病害虫防除対策事業実施要領
昭和59年度植物防疫関係実施計画の追加等につい
て

昭和５８年度 (収)昭59. 1.28 関東農政局

8915 4 病害虫防除対策事業実施要領
「植物防疫事業実施要領の運用について」の一部
改正について

昭和５８年度 (収)昭58. 8.11 関東農政局

8915 5 病害虫防除対策事業実施要領 植物防疫事業実施要領の一部改正について 昭和５８年度 (収)昭58. 7.28 関東農政局

8915 6 病害虫防除対策事業実施要領 植物防疫事業関係通達（昭和57年７月） 昭和５７年度
農林水産省農蚕
園芸局

8915 7 病害虫防除対策事業実施要領 植物防疫事業実施要領の制定について 昭和５７年度 (収)昭57. 8. 9 関東農政局

8915 8 病害虫防除対策事業実施要領 植物防疫事業実施要領の運用について 昭和５７年度 (収)昭57. 8. 9 関東農政局

8915 9 病害虫防除対策事業実施要領
病害虫防除対策事業実施要領の運用についての一
部改正について

昭和５６年度 (収)昭56. 7. 3 関東農政局

8915 10 病害虫防除対策事業実施要領 病害虫防除対策事業実施要領の一部改正について 昭和５６年度 (収)昭56. 6.25 関東農政局

8915 11 病害虫防除対策事業実施要領
農作物有害動植物発生予察事業実施要領の一部改
正について

昭和５５年度
(起)昭55.12. 1
(決)昭55.12. 1
(施)昭55.12. 1

農業技術課

8915 12 病害虫防除対策事業実施要領
病害虫防除対策事業実施要領の運用についての一
部改正について

昭和５５年度 (収)昭55. 9. 8 関東農政局

8915 13 病害虫防除対策事業実施要領 病害虫防除対策事業実施要領の一部改正について 昭和５５年度
(起)昭55. 8.11
(決)昭55. 8.14
(施)昭55. 8.14

農業技術課

8915 14 病害虫防除対策事業実施要領 病害虫防除対策事業実施要領の運用について 昭和５４年度 (収)昭54.10.24 関東農政局

8915 15 病害虫防除対策事業実施要領 病害虫防除対策事業実施要領の一部改正について 昭和５４年度 (収)昭54. 8.22 関東農政局

8915 16 病害虫防除対策事業実施要領
病害虫防除対策事業実施要領の運用について（昭
和53年８月）

昭和５３年度
農林水産省農蚕
園芸局

8915 17 病害虫防除対策事業実施要領
病害虫防除対策事業実施要領の運用について（昭
和52年８月）

昭和５２年度
農林水産省農蚕
園芸局
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8915 18 病害虫防除対策事業実施要領
「病害虫防除対策事業実施要領の運用について」
の一部改正について

昭和５３年度 (収)昭53. 8.18 関東農政局

8915 19 病害虫防除対策事業実施要領
農作物有害動植物防除実施要領の運用の一部改正
について

昭和５３年度 (収)昭53. 4.19 関東農政局

8915 20 病害虫防除対策事業実施要領
植物防除法に基づく提出書類の様式の一部改正に
ついて

昭和５３年度 (収)昭53. 4.19 関東農政局

8915 21 病害虫防除対策事業実施要領
農作物有害動植物防除実施要領に基づく報告様式
の送付について

昭和５０年度 (収)昭50. 4.10 関東農政局

8915 22 病害虫防除対策事業実施要領
病害虫防除対策事業実施要領並びに運用について
の一部改正について

昭和５２年度 (収)昭52. 8. 9 関東農政局

8915 23 病害虫防除対策事業実施要領
病害虫防除対策事業実施要領並びに運用について
の一部改正について

昭和５１年度 (収)昭51. 6. 2 関東農政局

8915 24 病害虫防除対策事業実施要領 病害虫防除対策事業実施要領の制定について 昭和５０年度 (収)昭50. 9. 4 関東農政局

8915 25 病害虫防除対策事業実施要領 病害虫防除対策事業実施要領の運用について 昭和５０年度 (収)昭50. 9. 4 関東農政局

8916 1
植物防疫対策事業関係補助金交付
要綱植物防疫対策事業関係実施要
領及び運用について

植物防疫対策事業関係補助金交付要綱植物防疫対
策事業関係実施要領及び運用について

昭和５５年度 農業技術課

8917 1
野菜病害虫発生予察実験事業調査
実施基準

野菜病害虫発生予察実験事業調査実施基準 昭和５１年度 農業技術課

8918 1
農作物病害虫発生予察事業実施運
営要領

農作物病害虫発生予察事業実施運営要領 昭和５１年度 農業技術課

8919 1 全国農地保有合理化協会　No.１
農用地の流動化対策に関する総務庁行政監察結果
の「勧告（案）」について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.22
全国農地保有合
理化協会

8919 2 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和61年度農地保有合理化促進事業関係予算の概
算要求の概要について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.24
全国農地保有合
理化協会

8919 3 全国農地保有合理化協会　No.１
５年分以上又は３年分以上の小作料を一括して収
受した場合の平均課税の適用について

昭和５８年度 (収)昭58. 8.15
全国農地保有合
理化協会

8919 4 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和60年度特別事業資金年間資金枠等についての
ご連絡及昭和60年度特別事業資金供給事業の実施
等について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.25
全国農地保有合
理化協会

8919 5 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和60年度農地保有合理化促進事業関係税制の一
部改正について（連絡）

昭和６０年度 (収)昭60. 4.18
全国農地保有合
理化協会

8919 6 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和60年度農地保有合理化促進関係予算対策の総
括について

昭和５９年度 (収)昭60. 2.16
全国農地保有合
理化協会

8919 7 全国農地保有合理化協会　No.１ 昭和60年度予算対策情報　No.３ 昭和５９年度 (収)昭59.12.21
全国農地保有合
理化協会

8919 8 全国農地保有合理化協会　No.１ 昭和60年度予算対策情報　No.１ 昭和５９年度 (収)昭59.12.11
全国農地保有合
理化協会

8919 9 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和59年度特別事業資金年間貸付枠（改訂）につ
いて（連絡）

昭和５９年度 (収)昭59.11.15
全国農地保有合
理化協会
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8919 10 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和59年度特別事業資金貸付未払金払出計画につ
いて（通知）

昭和５９年度 (収)昭59. 7.14
全国農地保有合
理化協会

8919 11 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和59年度道府県農業公社役員・幹部職員研修会
の開催について

昭和５９年度 (収)昭59. 8.27
全国農地保有合
理化協会

8919 12 全国農地保有合理化協会　No.１
農地保有合理化促進対策費補助金交付要綱の一部
改正について（連絡）

昭和５９年度 (収)昭59. 8.13
全国農地保有合
理化協会

8919 13 全国農地保有合理化協会　No.１
農地保有合理化促進特別事業資金制度の当面して
いる諸問題とその対策について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 7
全国農地保有合
理化協会

8919 14 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和59年度農地保有合理化促進特別事業資金供給
事業に係る緊急対策の実施について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 8
全国農地保有合
理化協会

8919 15 全国農地保有合理化協会　No.１
農地保有合理化促進特別事業資金制度の当面して
いる諸問題とその対処方針について

昭和５９年度 (収)昭59. 5.24
全国農地保有合
理化協会

8919 16 全国農地保有合理化協会　No.１
譲渡所得税特別控除額の引上要望資料の集計結果
について（報告）

昭和５９年度 (収)昭59. 7.13
全国農地保有合
理化協会

8919 17 全国農地保有合理化協会　No.１ 農地保有合理化推進事業推進資料の送付について 昭和５９年度 (収)昭59. 5. 8
全国農地保有合
理化協会

8919 18 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和59年度農地保有合理化促進事業資金供給事業
に係る緊急対策の実施について

昭和５９年度 (収)昭59. 5. 8
全国農地保有合
理化協会

8919 19 全国農地保有合理化協会　No.１
昭和60年度税制改正要望事項の関連資料の提出に
ついて

昭和５９年度 (起)昭59. 5. 7
静岡県家畜育成
公社

8920 1 全国農地保有合理化協会　No.２
復命書（昭和59年度道府県農業公社役員・幹部職
員研修会）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.29 農政課

8920 2 全国農地保有合理化協会　No.２
復命書（昭和59年度前期農地保有合理化法人関東
ブロック会議）

昭和５９年度 (起)昭59. 6. 8 農政課

8921 1 農業就業改善推進事業
昭和59年度農業就業改善促進事業結果の取りまと
めについて（報告）

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 6
(決)昭60. 6.11
(施)昭60. 6.11

農政課

8921 2 農業就業改善推進事業

昭和59年度農村地域整備開発促進費補助金（農村
地域農政総合推進事業、農林業地域改善対策事業
（地域改善対策営農等相談事業）農村地域定住促
進対策事業）実績報告書について

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 6
(決)昭60. 6.10
(施)昭60. 6.10

農政課

8921 3 農業就業改善推進事業
昭和59年度農村地域整備開発促進費補助金補助事
業遂行状況報告及び補助金概算払請求書の提出に
ついて（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 1
(決)昭60. 2. 4
(施)昭60. 2. 4

農政課

8921 4 農業就業改善推進事業
昭和59年度農村地域整備開発促進費補助金計画変
更承認申請について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 8
(決)昭60. 1.10
(施)昭60. 1.10

農政課

8921 5 農業就業改善推進事業
昭和59年度農村地域整備開発促進費補助金（農村
地域農政総合推進事業）交付申請書の提出につい
て

昭和５９年度
(起)昭59. 9. 7
(決)昭59. 9.14
(施)昭59. 9.14

農政課

8921 6 農業就業改善推進事業
昭和59年度農業就業改善推進事業の実施結果につ
いて（報告）

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 8
(決)昭60. 6.12
(施)昭60. 6.12

農政課

8921 7 農業就業改善推進事業 昭和59年度農業就業改善推進事業の委託について 昭和５９年度
(起)昭60. 1.21
(決)昭60. 1.21
(施)昭60. 1.21

農政課
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8921 8 農業就業改善推進事業
昭和59年度農業就業改善推進事業委託費の前金払
について

昭和５９年度
(起)昭60. 1. 7
(決)昭60. 1.12

農政課

8921 9 農業就業改善推進事業 復命書（農業就業改善推進協議会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3.22 農政課

8921 10 農業就業改善推進事業 復命書（農業就業改善推進協議会） 昭和５９年度 (起)昭59.12. 3 農政課

8921 11 農業就業改善推進事業
県農業就業改善推進協議会委員及び専門委員会の
委嘱について

昭和５９年度
(起)昭59.10.11
(決)昭59.10.13
(施)昭59.10.13

農政課

8921 12 農業就業改善推進事業
昭和59年度農業就業改善す新事業重点実施農業委
員会の選定について

昭和５９年度
(起)昭59. 8.30
(決)昭59. 9. 3

農政課

8922 1 農地保有合理化調査報告
昭和61年度予算要求資料（農地保有合理化促進事
業関係）の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 5.31
(施)昭60. 5.31

農政課

8922 2 農地保有合理化調査報告
昭和59年度における農地保有合理化法人（県公
社）による企業等所有地の買戻し及売渡し実績に
ついて

昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.25

農政課

8922 3 農地保有合理化調査報告
昭和60年度農地保有合理化促進事業の事業実施に
伴う資料の提出について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.22
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.25

農政課

8923 1 農地保有合理化促進事業
昭和60年度農地保有合理化促進事業等改訂計画ヒ
ヤリングについて（うかがい）

昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60. 9.25

農政課

8923 2 農地保有合理化促進事業
復命書（昭和60年度農地保有合理化促進事業改訂
計画ヒヤリング）

昭和６０年度 (起)昭60. 9.27 農政課

8923 3 農地保有合理化促進事業
復命書（昭和60年度農地保有合理化促進事業実施
計画ヒヤリング）

昭和５９年度 (起)昭60. 2.12 農政課

8923 4 農地保有合理化促進事業
昭和60年度農地保有合理化促進事業の実施計画ヒ
ヤリングについて（うかがい）

昭和５９年度
(起)昭60. 2. 8
(決)昭60. 2. 8

農政課

8924 1 農地保有合理化推進会議 復命書（農地保有合理化促進事業検討会） 昭和５９年度 (起)昭60. 3. 7 農政課

8924 2 農地保有合理化推進会議 農地保有合理化促進事業推進会議の開催について 昭和５９年度
(起)昭60. 2.26
(決)昭60. 2.27
(施)昭60. 2.27

農政課

8924 3 農地保有合理化推進会議
復命書（農地保有合理化促進特別事業事務打合
せ）

昭和５９年度 (起)昭59.12.14 農政課

8924 4 農地保有合理化推進会議 復命書（農地保有合理化促進事業推進） 昭和５９年度 (起)昭59.11.26 農政課

8924 5 農地保有合理化推進会議
復命書（農業用施設用地の農業畜産振興公社によ
る買入れについて）

昭和５９年度 (起)昭59.11.14 農政課

8924 6 農地保有合理化推進会議 復命書（藤枝市農地流動化推進員研修会） 昭和５９年度 (起)昭59.11. 5 農政課

8924 7 農地保有合理化推進会議 復命書（農地保有合理化促進事業推進） 昭和５９年度 (起)昭59.10.29 農政課

8924 8 農地保有合理化推進会議 復命書（農地保有合理化促進事業推進） 昭和５９年度 (起)昭59.10.19 農政課
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8924 9 農地保有合理化推進会議 復命書（農地保有合理化促進事業検討会） 昭和５９年度 (起)昭59.10.12 農政課

8924 10 農地保有合理化推進会議
復命書（農地保有合理化促進特別事業に係る現地
調査）

昭和５９年度 (起)昭59.10. 4 農政課

8924 11 農地保有合理化推進会議
復命書（地域農業集団育成事業及び集合的利用権
等調整事業打合せ会）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.25 農政課

8924 12 農地保有合理化推進会議
復命書（農地保有合理化促進事業に係る対象農地
検討）

昭和５９年度 (起)昭59. 9.12 農政課

8925 1 集合的利用権等調整事業
昭和58年度集合的利用権等調整事業実績報告書の
提出について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.16
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

農政課

8926 1
集合的利用権等調整事業一筆調書
（富士宮市富士丘）

集合的利用権等調整事業一筆調書（個人名義）
（富士宮市富士丘）

昭和５９年度
(起)昭59. 7.16
(決)昭59. 7.25
(施)昭59. 7.25

農政課

8927 1 農業就業改善推進事業委託関係
昭和60年度農業就業改善推進事業委託実績報告書
及び収支決算書

昭和６１年度 (起)昭61. 4.30 農政課

8927 2 農業就業改善推進事業委託関係
農業就業改善推進事業業務委託の随意契約につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10.26
(決)昭60.10.26
(施)昭60.11. 1

農政課

8927 3 農業就業改善推進事業委託関係
昭和60年度農業就業改善推進事業の実施結果につ
いて

昭和６１年度
(起)昭61. 6.11
(決)昭61. 6.11
(施)昭61. 6.30

農政課

8928 1 道府県農業公社経理研修会議 復命書（道府県農業公社経理事務担当者研修会） 昭和５９年度 (起)昭59.11.26 農政課

8929 1
昭和60年度県単独農地流動化奨励
金交付事業

県単独農地流動化奨励金公布事業の交付確定報告
等の執行状況について

昭和６０年度 農政課

8930 1
昭和60年度産業として自立できる
農業経営の育成事業費補助金
（１）

モデル農協による掘り起こし活動事業の実績報告
について

昭和６１年度 農政課

8930 2
昭和60年度産業として自立できる
農業経営の育成事業費補助金
（１）

産業として自立できる農業経営の育成事業費（モ
デル農協による掘り起こし活動事業）の実施状況
について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.18
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.21

農政課

8931 1
昭和60年度産業として自立できる
農業経営の育成事業費補助金
（２）

昭和60年度産業として自立できる農業経営の育成
事業費（短期貸し借りの推進事業（啓発推進等活
動事業））費補助金の交付について

昭和６１年度
(起)昭61. 4.21
(決)昭61. 4.26
(施)昭61. 4.26

農政課

8931 2
昭和60年度産業として自立できる
農業経営の育成事業費補助金
（２）

昭和60年度産業として自立できる農業経営の育成
事業費（短期貸し借りの推進事業（啓発推進等活
動事業））費補助金の概算払について

昭和６０年度
(起)昭60.11.27
(決)昭60.12. 4
(施)昭60.12. 9

農政課

8931 3
昭和60年度産業として自立できる
農業経営の育成事業費補助金
（２）

昭和60年度産業として自立できる農業経営の育成
事業費（短期貸し借りの推進事業（啓発推進等活
動事業））費補助金について

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.20
(施)昭60.11.20

農政課

8931 4
昭和60年度産業として自立できる
農業経営の育成事業費補助金
（２）

短期貸し借りの推進事業事務手引きの印刷につい
て

昭和６１年度
(起)昭61. 4. 9
(決)昭61. 4.10
(施)昭61. 4.10

農政課

8932 1 地域農業整備促進事業関係 地域農業整備促進事業実施市町村の指定について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.12
(決)昭60. 9.20
(施)昭60. 9.20

農政課

8932 2 地域農業整備促進事業関係
復命書（市町村農地利用増進地位機能性当担当者
会議）

昭和６０年度 (起)昭60. 6.13 農政課
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8933 1 農村地域整備開発促進費補助金
昭和56年度　地域農政推進対策事業費補助金の確
定について

昭和５７年度
(起)昭57.11.18
(決)昭57.11.23
(施)昭57.11.23

農政課

8933 2 農村地域整備開発促進費補助金
昭和56年度　農村地域整備開発促進費（地域農政
推進対策事業・農業振興地域整備事業分）の実績
報告書について

昭和５７年度
(起)昭57. 6.14
(決)昭57. 6.18
(施)昭57. 6.18

農政課

8933 3 農村地域整備開発促進費補助金
昭和56年度　農村地域整備開発促進事業（農村地
域農政総合推進事業費）（地域農政農振分）事業
遂行状況報告及び補助金概算払い請求書

昭和５６年度
(起)昭57. 2.20
(決)昭57. 2.25
(施)昭57. 2.25

農政課

8933 4 農村地域整備開発促進費補助金
昭和56年度　地域農政推進対策事業費補助金の交
付決定について

昭和５６年度
(起)昭57. 3. 8
(決)昭57. 3. 8
(施)昭57. 3. 8

農政課

8933 5 農村地域整備開発促進費補助金
昭和56年度　農村地域整備開発促進費補助金（地
域農政推進対策事業・農業振興地域整備促進事業
分）交付申請書

昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 1.30
(施)昭57. 1.30

農政課

8933 6 農村地域整備開発促進費補助金
昭和56年度　地域農政推進対策事業費補助金の内
示について

昭和５６年度
(起)昭56.11.20
(決)昭56.11.20
(施)昭56.11.21

農政課

8933 7 農村地域整備開発促進費補助金
昭和56年度　地域農政推進対策事業費補助金の内
示について（農地流動化奨励金交付事業費を除
く）

昭和５６年度
(起)昭56.11.10
(決)昭56.11.14
(施)昭56.11.14

農政課

8933 8 農村地域整備開発促進費補助金 地域農政総合推進事業費補助金について 昭和５６年度 (起)昭56.11. 2 農政課

8934 1
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農村地域農政総合推進事業費補助金（農地流動化
奨励金交付事業分）の一部返還について

昭和６０年度
(起)昭60.12.18
(決)昭60.12.23
(施)昭60.12.23

農政課

8934 2
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農村地域農政総合推進事業費補助金（農地流動化
奨励金交付事業分）の一部返還について

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 2
(決)昭60. 9. 9
(施)昭60. 9. 9

農政課

8934 3
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農村地域農政総合推進事業費補助金（農地流動化
奨励金交付事業費分）の一部返還について

昭和５９年度
(起)昭59.12.12
(決)昭59.12.13
(施)昭60. 1. 7

農政課

8934 4
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農村地域農政総合推進事業費補助金（農地流動化
奨励金交付事業分）の一部返還について

昭和５９年度
(起)昭59.11. 5
(決)昭59.11. 8
(施)昭59.11. 8

農政課

8934 5
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農村地域農政総合推進事業費補助金（農地流動化
奨励金交付事業費分）の一部返還について

昭和５９年度
(起)昭59. 9.21
(決)昭59. 9.26
(施)昭59.10. 1

農政課

8934 6
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農村地域農政総合推進事業費補助金（農地流動化
奨励金交付事業分）の一部返還について

昭和５９年度
(起)昭59. 6.14
(決)昭59. 6.20
(施)昭59. 7. 9

農政課

8934 7
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農村地域農政総合推進事業費補助金（農地流動化
奨励金交付事業分）の一部返還について

昭和５８年度
(起)昭58.11. 7
(決)昭58.11.11
(施)昭58.11.11

農政課

8934 8
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農村地域農政総合推進事業費補助金（農地流動化
奨励金交付事業分）の一部返還について

昭和５８年度
(起)昭58. 8.25
(決)昭58. 8.30
(施)昭58. 8.31

農政課

8934 9
農地流動化奨励金（自主的）返還
関係綴

農地流動化奨励金の返還に伴う関係書類の様式等
について

昭和５７年度
(起)昭58. 3.17
(決)昭58. 3.24

農政課

8935 1
農用地利用増進事業管理台帳
（１）

市町村・計画公告年別農用地利用増進計画公告状
況表

農政課

8936 1
農用地利用増進事業管理台帳
（２）

昭和55年度農用地利用増進計画 昭和５５年度 農政課
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8936 2
農用地利用増進事業管理台帳
（２）

農用地利用増進事業起債報告書 昭和５５年度 農政課

8937 1
農用地利用増進事業管理台帳
（３）

昭和58年１月以降の農用地利用増進計画公告状況 昭和５７年度 農政課

8938 1 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５８年度
(起)昭59. 2. 6
(決)昭59. 2. 8
(施)昭59. 2. 8

農政課

8938 2 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５８年度
(起)昭58. 7.27
(決)昭58. 8. 1
(施)昭58. 8. 1

農政課

8938 3 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５７年度
(起)昭58. 2. 9
(決)昭58. 2.10
(施)昭58. 2.10

農政課

8938 4 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５７年度
(起)昭57. 7.23
(決)昭57. 7.26
(施)昭57. 7.26

農政課

8938 5 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５６年度
(起)昭57. 1.30
(決)昭57. 2. 2
(施)昭57. 2. 2

農政課

8938 6 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５６年度
(起)昭56.10. 7
(決)昭56.10. 8
(施)昭56.10. 9

農政課

8938 7 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５６年度
(起)昭56. 7.13
(決)昭56. 7.13
(施)昭56. 7.13

農政課

8938 8 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５６年度
(起)昭56. 4.11
(決)昭56. 4.16
(施)昭56. 4.16

農政課

8938 9 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５５年度
(起)昭56. 2.16
(決)昭56. 2.17
(施)昭56. 2.17

農政課

8938 10 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５５年度
(起)昭55.10.27
(決)昭55.10.29
(施)昭55.10.29

農政課

8938 11 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５５年度
(起)昭55. 7.29
(決)昭55. 8. 2
(施)昭55. 8. 2

農政課

8938 12 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５３年度 (起)昭53. 9.26 農政課

8938 13 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業の実施状況について（報告） 昭和５３年度
(起)昭53. 7.22
(決)昭53. 7.24
(施)昭53. 7.24

農政課

8938 14 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（53年６月
末日現在）

昭和５３年度 (収)昭53. 9. 6 関東農政局

8938 15 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業実施状況について 昭和５３年度 (収)昭53.12. 8 関東農政局

8938 16 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業実施状況について 昭和５３年度 (収)昭54. 2.20 関東農政局

8938 17 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（54年６月
末日現在）

昭和５４年度 (収)昭54.11.14 関東農政局

8938 18 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（54年９月
末日現在）

昭和５４年度 (収)昭54.12.12 関東農政局

8938 19 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（54年12月
末日現在）

昭和５４年度 (収)昭55. 3.11 関東農政局
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8938 20 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（55年３月
末日現在）

昭和５５年度 (収)昭55. 8. 4 関東農政局

8938 21 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（55年６月
末日現在）

昭和５５年度 (収)昭55.10.30 農政課

8938 22 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（56年３月
末日現在）

昭和５６年度 (収)昭56. 6.16 農政課

8938 23 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（56年６月
末日現在）

昭和５６年度 農政課

8938 24 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（58年６月
末日現在）

昭和５８年度 (収)昭58.10. 1 農政課

8938 25 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（58年12月
末日現在）

昭和５９年度 (収)昭59. 4. 9 農政課

8938 26 農用地利用増進事業実施状況
農用地利用増進事業実施状況について（60年６月
末日現在）

昭和６０年度 (収)昭60. 9.27 農政課

8938 27 農用地利用増進事業実施状況 農用地利用増進事業実施状況について 昭和６１年度 (収)昭61.10. 3 農政課

8939 1 都市計画関連土地利用調整調査
昭和59年度都市計画関連土地利用調整調査事業委
託費の額の確定通知について

昭和６０年度 (収)昭60. 4.22 関東農政局長

8939 2 都市計画関連土地利用調整調査
昭和59年度都市計画関連土地利用調整調査委託事
業実績報告書の提出について

昭和５９年度
(起)昭60. 3.15
(決)昭60. 3.19
(施)昭60. 3.19

農政課

8939 3 都市計画関連土地利用調整調査
昭和59年度都市計画関連土地利用調整調査委託事
業の委託費概算払請求について

昭和５９年度
(起)昭60. 1.24
(決)昭60. 1.25
(施)昭60. 1.26

農政課

8939 4 都市計画関連土地利用調整調査
昭和59年度都市計画関連土地利用調整調査委託事
業の受託について

昭和５９年度
(起)昭59. 7.28
(決)昭59. 8. 2
(施)昭59. 8. 3

農政課

8939 5 都市計画関連土地利用調整調査
昭和58年度都市計画関連土地利用調整調査事業委
託費の額の確定通知について

昭和５９年度 (収)昭59. 4.16 関東農政局長

8939 6 都市計画関連土地利用調整調査
昭和58年度土地改良事業計画基礎調査（都市計画
関連土地利用調整調査）実績報告について

昭和５９年度
(起)昭59. 4. 4
(決)昭59. 4. 5

農政課

8939 7 都市計画関連土地利用調整調査
昭和58年度都市計画関連土地利用調整調査委託事
業の委託費概算払請求について

昭和５８年度
(起)昭59. 2. 2
(決)昭59. 2. 4
(施)昭59. 2. 4

農政課

8939 8 都市計画関連土地利用調整調査
昭和58年度都市計画関連土地利用調整調査委託事
業の受託について

昭和５８年度
(起)昭58. 6.17
(決)昭58. 6.21
(施)昭58. 6.22

農政課

8940 1 用途地域の決定状況 用途地域の決定状況調査について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.24
(決)昭60. 9.28
(施)昭60. 9.30

農政課

8940 2 用途地域の決定状況 用途地域の決定状況調査について 昭和５７年度
(起)昭57.10. 8
(決)昭57.10.13
(施)昭57.10.13

農政課

8941 1
県土地利用基本計画見直し（国土
法）

土地利用調整会議の開催について 昭和６０年度 (収)昭61. 3. 6 地域振興課

8941 2
県土地利用基本計画見直し（国土
法）

現行土地利用計画（静岡県計画）にかかる「土地
利用に関する施策の現状と課題について」（案）
について

昭和６０年度 (収)昭61. 2.18 地域振興課
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8941 3
県土地利用基本計画見直し（国土
法）

土地利用に関する施策の現状と課題について（回
報）

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 9
(決)昭61. 1.13
(施)昭61. 1.14

農政課

8941 4
県土地利用基本計画見直し（国土
法）

「土地利用の見通し」について（回報） 昭和６０年度
(起)昭61. 1. 9
(決)昭61. 1.13
(施)昭61. 1.14

農政課

8941 5
県土地利用基本計画見直し（国土
法）

静岡県国土利用計画地方審議会委員の推せんにつ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.27
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

農政課

8941 6
県土地利用基本計画見直し（国土
法）

静岡県国土利用計画地方審議会委員の推せんにつ
いて

昭和６０年度
(起)昭60. 9.14
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

農政課

8941 7
県土地利用基本計画見直し（国土
法）

国土庁開催「土地問題検討会」への担当者の出席
について（依頼）

昭和６０年度 (収)昭60. 8.24 地域振興課

8942 1 中部地区道路連絡会議 復命書（中部地区道路連絡会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 9. 5 農政課

8943 1 工場適地調査・静清、東駿河湾
「工場立地の調査等に関する法律の運営に関する
覚書」に基づく工場適地についての農地転用事前
調整についての一部改正について

昭和６０年度 (収)昭61. 1. 7 総務課

8943 2 工場適地調査・静清、東駿河湾
工場適地調査対象地と農地転用との事前調整に係
るヒヤリングについて

昭和６０年度 (収)昭61. 2.15 総務課

8943 3 工場適地調査・静清、東駿河湾 幹事会の開催について 昭和６０年度 (収)昭60.11. 6
企業立地推進本
部

8943 4 工場適地調査・静清、東駿河湾 昭和60年度工場適地候補地意見書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

農政課

8943 5 工場適地調査・静清、東駿河湾 復命書（工場適地候補地の現地調査） 昭和６０年度 (起)昭60.10.21 農政課

8944 1 土地問題検討会 復命書（土地問題検討会） 昭和６０年度 (起)昭60. 9.11 農政課

8945 1
国有林野の活用要望案件の調査
（１）

国有林野の活用要望案件に関する検討結果につい
て

昭和５９年度
(起)昭60. 3. 5
(決)昭60. 3. 5
(施)昭60. 3. 6

農政課

8945 2
国有林野の活用要望案件の調査
（１）

靜岡東部地域施業計画区第５次地域施業計画の樹
立に係る意見の聴取について（回答）

昭和５９年度
(起)昭59.12.22
(決)昭59.12.24

農政課

8945 3
国有林野の活用要望案件の調査
（１）

靜岡東部地域施業計画区第５次地域施業計画の樹
立に係る意見の聴取について（照会）

昭和５９年度
(起)昭59.11.27
(決)昭59.11.27
(施)昭59.11.27

農政課

8945 4
国有林野の活用要望案件の調査
（１）

国有林野の活用要望案件について（回答） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.19
(決)昭59. 9.20
(施)昭59. 9.20

農政課

8945 5
国有林野の活用要望案件の調査
（１）

国有林野の活用要望案件に関する調査について
（依頼）

昭和５９年度
(起)昭59. 8.30
(決)昭59. 9. 1
(施)昭59. 9. 1

農政課

8946 1
国有林野の活用要望案件の調査
（２）

靜岡県西部地域施行計画区第５次地域施業計画の
樹立に係る意見について（回答）

昭和６１年度
(起)昭62. 1. 9
(決)昭62. 1.12
(施)昭62. 1.12

農政課

8946 2
国有林野の活用要望案件の調査
（２）

国有林野の活用要望案件に関する調査について
（回報）

昭和６０年度 (起)昭60.10.20 農政課

8946 3
国有林野の活用要望案件の調査
（２）

「国有林野の活用に関する法律の施行について」
の一部改正について

昭和５９年度 (収)昭60. 3.14 林政課
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8947 1 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 3.11
(決)昭61. 3.13
(施)昭61. 3.13

農政課

8947 2 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭61. 3. 3
(決)昭61. 3. 6
(施)昭61. 3. 6

農政課

8947 3 県土地利用委員会関係 土地利用事業の承認について 昭和６０年度 (収)昭61. 2.19 土地対策課

8947 4 県土地利用委員会関係 土地利用委員会幹事会の意見書の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.21
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.25

農政課

8947 5 県土地利用委員会関係 土地利用事業にかかる地位の承継について 昭和６０年度 (収)昭61. 2. 6 土地対策課

8947 6 県土地利用委員会関係 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和６０年度 (収)昭61. 1.11 土地対策課

8947 7 県土地利用委員会関係 土地利用委員会幹事会の意見書の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.14
(決)昭61. 2.20
(施)昭61. 2.20

農政課

8947 8 県土地利用委員会関係 復命書（土地利用対策委員会幹事会現地調査） 昭和６０年度 (起)昭61. 2.14 農政課

8947 9 県土地利用委員会関係 土地利用委員会幹事会の意見書の提出について 昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 2. 1
(施)昭61. 2. 1

農政課

8947 10 県土地利用委員会関係 事業計画の変更の承認について 昭和６０年度 (収)昭61. 1. 6 土地対策課

8947 11 県土地利用委員会関係 土地利用事業の廃止について 昭和６０年度 (収)昭60.12. 3 土地対策課

8947 12 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.12.24
(決)昭60.12.28
(施)昭60.12.28

農政課

8947 13 県土地利用委員会関係 土地利用事業の承認又は同意について 昭和６０年度
(起)昭60.11.25
(決)昭60.11.30
(施)昭60.11.30

農政課

8947 14 県土地利用委員会関係 土地利用事業の承認又は同意について 昭和６０年度
(起)昭60.10.31
(決)昭60.11. 8
(施)昭60.11. 8

農政課

8947 15 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10.30
(決)昭60.10.30
(施)昭60.10.30

農政課

8947 16 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.11. 5
(決)昭60.11. 5
(施)昭60.11. 5

農政課

8947 17 県土地利用委員会関係 復命書（土地利用対策委員会幹事会現地調査） 昭和６０年度 (起)昭60.11. 1 農政課

8947 18 県土地利用委員会関係 復命書（土地利用対策委員会幹事会現地調査） 昭和６０年度 (起)昭60.10.22 農政課

8947 19 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60.10. 7
(決)昭60.10. 9
(施)昭60.10. 9

農政課

8947 20 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.26
(決)昭60.10. 3
(施)昭60.10. 3

農政課

8947 21 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.18
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

農政課
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8947 22 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 9.12
(決)昭60. 9.19
(施)昭60. 9.19

農政課

8947 23 県土地利用委員会関係 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和６０年度 (収)昭60. 9. 2 土地対策課

8947 24 県土地利用委員会関係 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.26 土地対策課

8947 25 県土地利用委員会関係 土地利用事業の取下げについて 昭和６０年度 (収)昭60. 8.23 土地対策課

8947 26 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8.17
(決)昭60. 8.22
(施)昭60. 8.22

農政課

8947 27 県土地利用委員会関係 土地利用事業にかかる地位の承継について 昭和６０年度 (収)昭60. 8. 2 土地対策課

8947 28 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8.10
(決)昭60. 8.15
(施)昭60. 8.15

農政課

8947 29 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 8
(施)昭60. 8. 8

農政課

8947 30 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 2
(決)昭60. 8. 5
(施)昭60. 8. 5

農政課

8947 31 県土地利用委員会関係
復命書（土地利用対策委員会幹事会（現地調
査））

昭和６０年度 (起)昭60. 7.27 農政課

8947 32 県土地利用委員会関係 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和６０年度 (収)昭60. 7.23 土地対策課

8947 33 県土地利用委員会関係 土地利用委員会幹事会の意見書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 2
(決)昭60. 7. 3
(施)昭60. 7. 3

農政課

8947 34 県土地利用委員会関係 土地利用対策委員会の意見書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

農政課

8947 35 県土地利用委員会関係 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.17 土地対策課

8947 36 県土地利用委員会関係 土地利用事業の取下げについて 昭和６０年度 (収)昭60. 6.21 土地対策課

8947 37 県土地利用委員会関係 土地利用事業の地位継承について 昭和６０年度 (収)昭60. 6.10 土地対策課

8947 38 県土地利用委員会関係 土地利用事業の実施計画の承認について 昭和６０年度 (収)昭60. 5.31 土地対策課

8947 39 県土地利用委員会関係
土地利用対策委員会幹事会の意見書の提出につい
て開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.30 土地対策課

8947 40 県土地利用委員会関係 土地利用委員会幹事会の意見書の提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 6. 4
(施)昭60. 6. 4

農政課

8947 41 県土地利用委員会関係
復命書（土地利用対策委員会幹事会（現地調
査））

昭和６０年度 (起)昭60. 4.18 農政課

8947 42 県土地利用委員会関係 復命書（土地利用対策委員会関係現地調査） 昭和６０年度 (起)昭60. 4.18 農政課
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8947 43 県土地利用委員会関係 土地利用委員会幹事会の意見提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.20
(決)昭60. 5.24
(施)昭60. 5.24

農政課

8947 44 県土地利用委員会関係 土地利用委員会幹事会の意見提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.30
(決)昭60. 5. 4
(施)昭60. 5. 4

農政課

8947 45 県土地利用委員会関係 土地利用委員会幹事会の意見提出について 昭和６０年度
(起)昭60. 4.23
(決)昭60. 4.25
(施)昭60. 4.26

農政課

8947 46 県土地利用委員会関係 復命書（土地利用対策委員会） 昭和６０年度 (起)昭60. 4.13 農政課

8948 1 昭和60年地下水調査報告書 地下水調査報告書（60年１月～12月） 昭和６１年度 (収)昭61. 9. 8
資源エネルギー
課

8949 1 昭和59年地下水調査報告書 地下水調査報告書（59年１月～12月） 昭和６０年度
資源エネルギー
課

8950 1 昭和57年地下水調査報告書 地下水調査報告書（57年１月～12月） 昭和５８年度
資源エネルギー
課

8951 1 山梨地域主要水系調査書 山梨地域主要水系調査書（富士川） 昭和５７年度 国土庁土地局

8952 1
静岡県東部・山梨県東部地域主要
水系調査書

静岡県東部・山梨県東部地域主要水系調査書（富
士川、狩野川、相模川、鶴見川）

昭和５６年度
国土庁土地局国
土調査課

8953 1
静岡県富士山麓周辺の湧水につい
て

静岡県富士山麓周辺の湧水について 昭和５６年度
資源エネルギー
課

8954 1
国営土地改良事業完了地区用水計
画調査（１）

国営土地改良事業完了地区用水計画調査報告書
（三方原地区）　１／２

昭和６０年度
関東農政局計画
部

8955 1
国営土地改良事業完了地区用水計
画調査（２）

国営土地改良事業完了地区用水計画調査報告書
（三方原地区）　２／２

昭和６０年度
関東農政局計画
部

8956 1 水質広域管理計画調査実施要領
水質広域管理計画調査実施要領の一部改正につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 8.15
関東農政局計画
部資源課

8956 2 水質広域管理計画調査実施要領 昭和60年度水質測定計画の送付について 昭和５９年度 (収)昭60. 3.27 水質保全課

8957 1 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度土地改良調査委託費の額の確定通知に
ついて

昭和６１年度 (収)昭61. 4.21 関東農政局長

8957 2 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度土地改良調査（国庫委託土地改良調
査）の実績報告について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.17
(決)昭61. 3.19
(施)昭61. 3.22

農地企画課

8957 3 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度国庫委託土地改良調査の委託費の概算
払請求について

昭和６０年度
(起)昭61. 1. 9
(決)昭61. 1.20
(施)昭61. 1.25

農地企画課

8957 4 土地改良調査委託契約（国庫） 昭和60年度土地改良調査の受託について 昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 9
(施)昭60. 7. 9

農地企画課

8957 5 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度広域農業開発基本調査委託費の額の確
定通知について

昭和６０年度 (収)昭61. 3.20 関東農政局長

8957 6 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度国庫委託土地改良調査の実績報告及び
委託費の請求について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.25
(施)昭61. 2.28

農地企画課

8957 7 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度広域農業開発基本調査（国庫委託土地
改良調査）の受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 8
(施)昭60. 7. 8

農地企画課
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8957 8 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度排水対策基盤整備調査委託費の額の確
定通知について

昭和６０年度 (収)昭60. 8.21 関東農政局長

8957 9 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度排水対策基盤整備調査（国庫委託土地
改良調査）の実績報告及び委託費の請求について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.13
(決)昭60. 7.14
(施)昭60. 7.15

農地企画課

8957 10 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度排水対策基盤整備調査委託契約締結に
ついて

昭和６０年度 (起)昭60. 6.25 農地企画課

8957 11 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度排水対策基盤整備調査（国庫委託土地
改良調査）の受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 5.18
(決)昭60. 5.25
(施)昭60. 5.25

農地企画課

8957 12 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農業用ダム施設調査委託費の額の決定
通知及び精算額の交付について

昭和６０年度 (収)昭61. 1.14 関東農政局長

8957 13 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農業用ダム施設調査（国庫委託土地改
良調査）の実績報告及び委託費の請求について

昭和６０年度
(起)昭60.11.27
(決)昭60.12.10
(施)昭60.12.10

農地企画課

8957 14 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農業用ダム施設調査（国庫委託土地改
良調査）の受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 7.19
(決)昭60. 7.31
(施)昭60. 7.31

農地企画課

8957 15 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農村総合整備業務統計調査委託契約の
額の確定について

昭和６０年度 (収)昭61. 2.17
国土庁地方振興
局長

8957 16 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農村地域整備状況調査委託契約の額の
確定について

昭和６０年度 (収)昭61. 3.20
国土庁地方振興
局長

8957 17 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度国庫委託土地改良調査（国土庁委託）
の精算報告について

昭和６０年度
(起)昭61. 1.31
(決)昭61. 1.31
(施)昭61. 1.31

農地企画課

8957 18 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農村地域整備状況調査及び農村総合整
備業務統計調査（国庫委託土地改良調査）の委託
費の概算払請求について

昭和６０年度
(起)昭60.11.12
(決)昭60.11.25
(施)昭60.11.29

農地企画課

8957 19 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農村地域整備状況調査（国庫委託土地
改良調査）の受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 9
(施)昭60. 7. 9

農地企画課

8957 20 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農村総合整備業務統計調査委託契約の
締結について

昭和６０年度 (収)昭60. 8.30
国土庁地方振興
局長

8957 21 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農村総合整備業務統計調査（国庫委託
土地改良調査）の受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 1
(決)昭60. 7. 9
(施)昭60. 7. 9

農地企画課

8957 22 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度営農改善対策調査（手法開発）委託費
の額の確定通知について

昭和６０年度 (収)昭61. 3.13 関東農政局長

8957 23 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度営農改善対策調査（手法開発）（国庫
委託土地改良調査）の受託について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 7
(決)昭60.10.15
(施)昭60.10.19

農地企画課

8957 24 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農道整備評価調査（国庫委託土地改良
調査）の実績報告について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.17
(決)昭61. 2.21
(施)昭61. 3.10

農地企画課

8957 25 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農道整備評価調査委託費の額の確定通
知について

昭和６０年度 (収)昭61. 3.24 関東農政局長

8957 26 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度農道整備評価調査（国庫委託土地改良
調査）の受託について

昭和６０年度
(起)昭60. 8.23
(決)昭60. 9. 2
(施)昭60. 9. 2

農地企画課

8957 27 土地改良調査委託契約（国庫）
大規模施設高度利用調査委託費の額の確定につい
て

昭和６０年度 (収)昭61. 3.18 関東農政局長
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8957 28 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度大規模施設高度利用調査（国庫委託土
地改良調査）の受託について

昭和６０年度
(起)昭60.11.12
(決)昭60.11.22
(施)昭60.11.22

農地企画課

8957 29 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度土地改良調査計画費等の委託予定につ
いて

昭和６０年度 (収)昭60. 4.25
関東農政局計画
部地域計画課

8957 30 土地改良調査委託契約（国庫）
昭和60年度計画部所管経理関係事務担当者会議の
開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 8. 8 関東農政局長

8958 1
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（静岡市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 静岡市

8958 2
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（清水市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 清水市

8958 3
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（島田市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 島田市

8958 4
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（磐田市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 磐田市

8958 5
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（焼津市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 焼津市

8958 6
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（掛川市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 掛川市

8958 7
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（藤枝市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 藤枝市

8958 8
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（袋井市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 袋井市

8958 9
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（天竜市） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 天竜市

8958 10
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（富士川町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 富士川町

8958 11
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（蒲原町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 蒲原町

8958 12
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（由井町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 由比町

8958 13
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（岡部町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 岡部町

8958 14
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（大井川町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 大井川町

8958 15
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（御前崎町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 御前崎町

8958 16
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（相良町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 相良町

8958 17
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（榛原町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 榛原町

8958 18
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（吉田町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 吉田町
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8958 19
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（金谷町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 金谷町

8958 20
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（川根町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 川根町

8958 21
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（中川根町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 中川根町

8958 22
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（本川根町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 本川根町

8958 23
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（大東町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 大東町

8958 24
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（大須賀町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 大須賀町

8958 25
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（浜岡町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 浜岡町

8958 26
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（小笠町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 小笠町

8958 27
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（菊川町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 菊川町

8958 28
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（森町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 森町

8958 29
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（春野町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 春野町

8958 30
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（浅羽町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 浅羽町

8958 31
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（福田町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 福田町

8958 32
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（竜洋町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 竜洋町

8958 33
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（豊岡村） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 豊岡村

8958 34
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（豊田町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 豊田町

8958 35
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（龍山村） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 龍山村

8958 36
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（佐久間町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 佐久間町

8958 37
農村地域整備状況調査（市町村契
約）

農村地域整備状況調査委託契約書（水窪町） 昭和６０年度 (収)昭60.10. 1 水窪町

8959 1 ため池の管理概況調査 ため池の管理概要調査について 昭和６０年度
(起)昭60.12. 4
(決)昭60.12. 5
(施)昭60.12. 5

農地企画課

8960 1 浜名湖北部畑かん計画検討会 復命書（浜名湖北部畑かん計画検討委員会） 昭和５７年度 (起)昭58. 3.24 農地企画課
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8960 2 浜名湖北部畑かん計画検討会 復命書（浜名湖北部畑かん計画検討委員会） 昭和５７年度 (起)昭57.10.30 農地企画課

8960 3 浜名湖北部畑かん計画検討会 復命書（浜名湖北部畑かん計画検討委員会） 昭和５６年度 (起)昭57. 3.23 農地企画課

8960 4 浜名湖北部畑かん計画検討会
復命書（浜名湖北部畑かん計画検討に関する打合
せ）

昭和５６年度 (起)昭57. 3.11 農地企画課

8960 5 浜名湖北部畑かん計画検討会
復命書（浜名湖北部畑かん計画検討委員会技術部
会）

昭和５６年度 (起)昭56.11.13 農地企画課

8960 6 浜名湖北部畑かん計画検討会 復命書（浜名湖北部畑かん計画検討委員会） 昭和５６年度 (起)昭56. 7.29 農地企画課

8961 1 水と人　磐田用水誌 水と人（磐田用水土地改良区連合誌）（冊子） 昭和５７年度 磐田市

8962 1 土質工学会二十五年のあゆみ 二十五年のあゆみ（土質工学）（冊子） 昭和５７年度
土質工学会中部
支部

8963 1 定期監査、決算審査調書
昭和59年度における主要な施策の成果その他予算
の執行実績についての説明書

昭和６０年度 農地企画課

8963 2 定期監査、決算審査調書 昭和60年度定期監査・決算審査資料関係 昭和６０年度 (施)昭60. 8.21 農地企画課

8964 1 天竜川河状調査委員会資料 復命書（第29回天竜川河状調査委員会） 昭和６０年度 (起)昭61. 3.22 農地企画課

8964 2 天竜川河状調査委員会資料 静岡県天竜川河状調査委員会資料 昭和６０年度 農地企画課

8965 1 大井川用水関係 大井川用水報告書　昭和59年 昭和５９年度 農地企画課

8966 1 農業センサス結果 1985年農業センサスによる農業動向について 昭和６０年度 農地企画課

8967 1 所長、次長会議資料
第５回農地関係出先所長及び農林事務所農地担当
次長等会議

昭和６０年度 農地企画課

8968 1 八丁池関係 八丁池の現況等について 昭和６０年度 (起)昭60. 8.12 農地企画課

8968 2 八丁池関係 復命書（八丁池漏水対策課長会等会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 7. 5 農地企画課

8968 3 八丁池関係 復命書（八丁池対策関係課長等会議） 昭和６０年度 (起)昭60. 8.10 農地企画課

8968 4 八丁池関係 八丁池漏水対策関係課長会等会議の開催について 昭和５８年度 (収)昭58.10.13 地域振興課

8969 1 新総合計画及び基礎資料（１）
副知事説明資料（新しい総合計画の基本的考え方
（大綱案）

昭和６０年度 (起)昭60.11.22 農地企画課

8970 1 新総合計画及び基礎資料（２） 新総合計画附属資料総論 昭和６０年度 農地企画課

8971 1 新総合計画及び基礎資料（３）
復命書（新総合計画策定ワーキンググループに係
る産業高度化部会）

昭和６０年度 (起)昭60. 5.20 農地企画課
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8972 1 国土利用計画策定ワーキング
国土利用計画ワーキング・グループ合同部会会議
次第

昭和６０年度 (起)昭61. 3.18 農地企画課

8972 2 国土利用計画策定ワーキング
国土利用計画ワーキング・グループ合同部会の開
催について

昭和６０年度 (収)昭61. 3. 4 地域振興課

8972 3 国土利用計画策定ワーキング
静岡県国土利用計画地方審議会及び同特別委員会
の開催について

昭和６０年度 (収)昭60.12.27 地域振興課

8972 4 国土利用計画策定ワーキング
国土利用計画策定ワーキング・グループの水面・
河川・水路部会の開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.25 地域振興課

8972 5 国土利用計画策定ワーキング
国土利用計画策定ワーキング・グループの道路部
会の開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.25 地域振興課

8972 6 国土利用計画策定ワーキング
国土利用計画策定ワーキング・グループの農用地
部会の開催について

昭和６０年度 (収)昭60. 5.25 地域振興課

8973 1 県内担当者会議（１） 昭和60年度分科会会議資料 昭和６０年度 水利整備課

8974 1 県内担当者会議（２） 昭和60年度県ほ：総パ県内担当者会議資料 昭和６０年度 水利整備課

8975 1 稲転実績添付図面（１） 浅羽地区 昭和６０年度 水利整備課

8975 2 稲転実績添付図面（１） 三川２期地区 昭和６０年度 水利整備課

8975 3 稲転実績添付図面（１） 大須賀東部地区 昭和６０年度 水利整備課

8975 4 稲転実績添付図面（１） 桜木北部地区 昭和６０年度 水利整備課

8976 1 稲転実績添付図面（２） 大須賀中部地区 昭和６０年度 水利整備課

8976 2 稲転実績添付図面（２） 広岡地区 昭和６０年度 水利整備課

8976 3 稲転実績添付図面（２） 宇刈地区 昭和６０年度 水利整備課

8976 4 稲転実績添付図面（２） 内田地区 昭和６０年度 水利整備課

8976 5 稲転実績添付図面（２） 中伊豆地区 昭和６０年度 水利整備課

8976 6 稲転実績添付図面（２） 横地内田地区 昭和６０年度 水利整備課

8976 7 稲転実績添付図面（２） 高根東部地区 昭和６０年度 水利整備課

8977 1 雨期前対策（１）
昭和60年度農地森林部雨期前応急対策事業の執行
状況総括表

昭和６０年度 水利整備課

8978 1 雨期前対策（２）
昭和58年度補正予算における国庫債務負担行為の
取扱いについて

昭和５８年度 (収)昭59. 2.16 関東農政局長
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8978 2 雨期前対策（２）
昭和58年度県営かん排、県営畑総事業予算割当内
示について（国庫債務負担行為分）

昭和５８年度 (施)昭59. 2.24 水利整備課

8979 1 雨期前対策（３） 昭和61年度雨期前応急対策事業の執行状況 昭和６１年度 水利整備課

8979 2 雨期前対策（３） 60国債について 昭和６０年度 水利整備課

8979 3 雨期前対策（３） 国庫債務一覧表 昭和６０年度 水利整備課

8980 1
知事と農青連との話し合い（第３
回）

農業農政問題研究会について（知事と農協青壮年
連盟役員との懇談会）

昭和５７年度
(起)昭57. 3.31
(決)昭57. 4.21

農業団体課

8980 2
知事と農青連との話し合い（第３
回）

農協青壮年連盟との懇談会について 昭和５６年度
(起)昭57. 3.12
(決)昭57. 3.12

農業団体課

8981 1
資金運用（県共連）・静岡農業会
館No.１

団体貸付（会館法人貸付）承認申請について（進
達）

昭和５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59. 9.29
(施)昭59. 9.29

農業団体課

8982 1
資金運用（県共連）・静岡農業会
館No.２

提出資料 昭和５９年度 農業団体課

8983 1 不動産運用（県共連）・東海ガス
静岡県共済農業協同組合連合会の運用不動産の取
得承認について

昭和５９年度
(起)昭59.10.24
(決)昭59.10.25
(施)昭59.10.25

農業団体課

8983 2 不動産運用（県共連）・東海ガス 運用不動産の取得承認申請について（進達） 昭和５９年度
(起)昭59. 9.25
(決)昭59. 9.29
(施)昭59. 9.29

農業団体課

8984 1
不動産運用（県共連）・丸子倉庫
トナミ運輸(株)

運用不動産の取得について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

農業団体課

8984 2
不動産運用（県共連）・丸子倉庫
トナミ運輸(株)

運用不動産の取得承認申請について（進達） 昭和６０年度
(起)昭60. 4.23
(決)昭60. 4.23
(施)昭60. 4.23

農業団体課

8985 1
不動産運用（県共連）・テイサン
(株)

静岡県共済農業協同組合連合会の運用不動産の取
得承認について

昭和６０年度
(起)昭60. 6.14
(決)昭60. 6.14
(施)昭60. 6.14

農業団体課

8985 2
不動産運用（県共連）・テイサン
(株)

運用不動産の取得承認申請について（進達） 昭和６０年度
(起)昭60. 5.25
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

農業団体課

8985 3
不動産運用（県共連）・テイサン
(株)

運用不動産について 昭和６０年度 (収)昭60. 8.26
静岡県共済農業
協同組合連合会

8986 1
不動産運用（県共連）・三菱電機
(株)①

運用不動産の承認について 昭和６０年度
(起)昭60. 5.23
(決)昭60. 5.23
(施)昭60. 5.23

農業団体課

8986 2
不動産運用（県共連）・三菱電機
(株)①

運用不動産の取得承認申請について（進達） 昭和６０年度
(起)昭60. 4.23
(決)昭60. 4.23
(施)昭60. 4.23

農業団体課

8987 1
不動産運用（県共連）・三菱電機
(株)②

運用不動産の取得の変更について 昭和６０年度 農業団体課

8988 1
不動産の取得（県信連）・静岡県
蚕糸(株)

運用不動産の取得について 昭和５９年度
(起)昭59. 7.21
(決)昭59. 7.24
(施)昭59. 7.25

農業団体課

8989 1 農村地域金融優良事例　No.１ 農村地域金融優良事例組合の推せんについて 昭和５７年度
(起)昭57.10.30
(決)昭57.10.30
(施)昭57.11. 1

農業団体課

8990 1 農村地域金融優良事例　No.２
昭和59年度農村地域金融優良事例集の送付につい
て

昭和６０年度 (収)昭60. 9.30
関東農政局農政
部長
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8990 2 農村地域金融優良事例　No.２
昭和60年度の農村地域金融優良事例推進事業の実
施について

昭和６０年度 (収)昭60. 9. 2
関東農政局農政
部長

8990 3 農村地域金融優良事例　No.２
昭和59年度の農村地域金融優良事例推進事業の実
施及び58年度農村地域金融優良事例集の送付につ
いて

昭和６０年度 (収)昭60.10.11
関東農政局農政
部長

8990 4 農村地域金融優良事例　No.２ 農村地域金融優良事例推進事業の実施等について 昭和５８年度 (収)昭58.10. 3
関東農政局農政
部長

8991 1 県共連共済規程変更承認　No.１ 共済規程の変更の承認について 昭和６１年度
(起)昭61. 4. 4
(決)昭61. 4. 7
(施)昭61. 4. 7

農業団体課

8991 2 県共連共済規程変更承認　No.１
静岡県共済農業協同組合連合会の共済規程の変更
の承認について

昭和６０年度
(起)昭60.10. 4
(決)昭60.10. 4
(施)昭60.10. 5

農業団体課

8991 3 県共連共済規程変更承認　No.１ 共済規程の変更承認申請について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.19
(決)昭60. 9.20
(施)昭60. 9.20

農業団体課

8991 4 県共連共済規程変更承認　No.１
農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済規程
例の一部改正について

昭和６０年度 (収)昭60. 9.20
農林水産省経済
局長

8992 1 県共連共済規程変更承認　No.２ 共済規程の変更承認申請について 昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.27
(施)昭61. 3.27

農業団体課

8993 1 総合農協共済規程変更承認 共済規程の変更について（承認） 昭和６０年度
(起)昭61. 3.28
(決)昭61. 3.29
(施)昭61. 3.31

農業団体課

8994 1 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　伊豆
農協

昭和６０年度
(起)昭61. 3.17
(決)昭61. 3.17
(施)昭61. 3.17

農業団体課

8994 2 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　藤枝
市農協

昭和６０年度
(起)昭60.12.19
(決)昭60.12.20
(施)昭60.12.20

農業団体課

8994 3 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　三島
農協

昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

農業団体課

8994 4 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　富士
宮市農協

昭和６０年度
(起)昭60.10.12
(決)昭60.10.15
(施)昭60.10.15

農業団体課

8994 5 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　沼津
農協

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 4
(決)昭60. 9. 5
(施)昭60. 9. 5

農業団体課

8994 6 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　島田
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(決)昭60. 9. 4
(施)昭60. 9. 4

農業団体課

8994 7 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　浜松
市高台農協

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 8
(施)昭60. 8. 8

農業団体課

8994 8 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　富士
宮市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 6
(施)昭60. 8. 6

農業団体課

8994 9 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　袋井
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 7.26
(決)昭60. 7.30
(施)昭60. 7.30

農業団体課

8994 10 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　浜北
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 6.28
(決)昭60. 7. 1
(施)昭60. 7. 1

農業団体課

8994 11 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　藤枝
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 6.17
(決)昭60. 6.19
(施)昭60. 6.19

農業団体課
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8994 12 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　静岡
市長田農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.25
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

農業団体課

8994 13 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　天竜
農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.25
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

農業団体課

8994 14 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　焼津
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.20

農業団体課

8994 15 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　浜松
市三方原農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.20

農業団体課

8994 16 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　掛川
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.20

農業団体課

8994 17 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　島田
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5. 9
(決)昭60. 5.10
(施)昭60. 5.10

農業団体課

8994 18 総合農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　御殿
場農協

昭和６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.27
(施)昭60. 4.27

農業団体課

8995 1 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　御殿
場農協

昭和６０年度
(起)昭60. 4.25
(決)昭60. 4.27
(施)昭60. 4.27

農業団体課

8995 2 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　焼津
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.20
(施)昭60. 5.20

農業団体課

8995 3 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　静岡
市長田農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.25
(決)昭60. 5.27
(施)昭60. 5.27

農業団体課

8995 4 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　富士
宮市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 1
(決)昭60. 8. 6
(施)昭60. 8. 6

農業団体課

8995 5 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　浜松
市高台農協

昭和６０年度
(起)昭60. 8. 6
(決)昭60. 8. 8
(施)昭60. 8. 8

農業団体課

8995 6 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　島田
市農協

昭和６０年度
(起)昭60. 9. 3
(決)昭60. 9. 4
(施)昭60. 9. 4

農業団体課

8995 7 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　富士
宮市農協

昭和６０年度
(起)昭60.10.12
(決)昭60.10.15
(施)昭60.10.15

農業団体課

8995 8 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　三島
農協

昭和６０年度
(起)昭60.11.16
(決)昭60.11.18
(施)昭60.11.18

農業団体課

8995 9 内国為替取引規程変更承認
内国為替取引規程の変更について（承認）　伊豆
農協

昭和６０年度
(起)昭61. 3.17
(決)昭61. 3.17
(施)昭61. 3.17

農業団体課

8996 1 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　大津
野田茶農協

昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

農業団体課

8996 2 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　丸大
茶農協

昭和６０年度
(起)昭61. 3.31
(決)昭61. 3.31
(施)昭61. 3.31

農業団体課

8996 3 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　一宮
茶農協

昭和６０年度
(起)昭61. 3.19
(決)昭61. 3.22
(施)昭61. 3.22

農業団体課

8996 4 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　竜洋
町駒場開拓農協

昭和６０年度
(起)昭61. 3.14
(決)昭61. 3.14
(施)昭61. 3.17

農業団体課

8996 5 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　神谷
城特産農協

昭和６０年度
(起)昭61. 3.14
(決)昭61. 3.14
(施)昭61. 3.17

農業団体課
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8996 6 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　勝間
田菱中茶農協

昭和６０年度
(起)昭61. 1.22
(決)昭61. 1.23
(施)昭61. 1.23

農業団体課

8996 7 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　富沢
茶農協

昭和６０年度
(起)昭61. 1.22
(決)昭61. 1.23
(施)昭61. 1.23

農業団体課

8996 8 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　高橋
茶農協

昭和６０年度
(起)昭60.11.18
(決)昭60.11.19
(施)昭60.11.20

農業団体課

8996 9 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　東豆
酪農協

昭和６０年度
(起)昭60. 7. 4
(決)昭60. 7. 5
(施)昭60. 7. 5

農業団体課

8996 10 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　内田
第三茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 6.20
(決)昭60. 6.21
(施)昭60. 6.21

農業団体課

8996 11 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　静岡
県実験動物農協

昭和６０年度
(起)昭60. 6.12
(決)昭60. 6.13
(施)昭60. 6.13

農業団体課

8996 12 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　山西
茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 7
(決)昭60. 6.10
(施)昭60. 6.10

農業団体課

8996 13 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　西富
田茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6. 5

農業団体課

8996 14 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　公文
名茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 6. 5
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6. 5

農業団体課

8996 15 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　菱菊
茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.31
(決)昭60. 6. 5
(施)昭60. 6. 5

農業団体課

8996 16 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　志太
榛原酪農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.31
(決)昭60. 6. 3
(施)昭60. 6. 3

農業団体課

8996 17 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　笹間
下茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.29
(決)昭60. 5.31
(施)昭60. 5.31

農業団体課

8996 18 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　笠原
農産製茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 5.15
(決)昭60. 5.18
(施)昭60. 5.18

農業団体課

8996 19 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　大津
野田茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 4.22
(決)昭60. 4.22
(施)昭60. 4.23

農業団体課

8996 20 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　初倉
色尾茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 4.10
(決)昭60. 4.13
(施)昭60. 4.15

農業団体課

8996 21 専門農協定款変更認可
農業協同組合の定款変更について（認可）　初倉
丸戸茶農協

昭和６０年度
(起)昭60. 4. 5
(決)昭60. 4. 5
(施)昭60. 4. 8

農業団体課

8997 1 総合農協共済規程変更承認 共済規程の変更について（承認） 昭和６０年度
(起)昭60. 5.30
(決)昭60. 5.31
(施)昭60. 5.31

農業団体課

8998 1 総合農協共済規程変更承認 共済規程の変更について（承認） 昭和６０年度
(起)昭60. 9.28
(決)昭60. 9.30
(施)昭60. 9.30

農業団体課

8999 1 貯金金利改正・取扱開始届 納税準備預金取扱利率の改正について 昭和６０年度
(起)昭61. 3. 6
(決)昭61. 3. 7
(施)昭61. 3. 7

農業団体課

8999 2 貯金金利改正・取扱開始届
預金利率および定期積金利回り表、勤労者財産形
成年金、貯金利率表の改正について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.18
(決)昭61. 2.19
(施)昭61. 2.19

農業団体課

8999 3 貯金金利改正・取扱開始届
預金利率および定期積金利回り表、勤労者財産形
成年金貯金利率表の改正について

昭和６０年度
(起)昭61. 2.21
(決)昭61. 2.24
(施)昭61. 2.24

農業団体課
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8999 4 貯金金利改正・取扱開始届 金融機関相互間の定期預金の取扱開始について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.24
(施)昭61. 2.24

農業団体課

8999 5 貯金金利改正・取扱開始届 通知預金の取扱開始について 昭和６０年度
(起)昭61. 2.24
(決)昭61. 2.24
(施)昭61. 2.24

農業団体課

8999 6 貯金金利改正・取扱開始届 納税準備預金の取扱い開始について 昭和６０年度
(起)昭61. 2. 5
(決)昭61. 2. 7
(施)昭61. 2. 7

農業団体課

8999 7 貯金金利改正・取扱開始届 納税準備預金取扱利率の改正について 昭和６０年度
(起)昭60.10.22
(決)昭60.10.22
(施)昭60.10.22

農業団体課

8999 8 貯金金利改正・取扱開始届 納税準備預金取扱利率の改正について 昭和６０年度
(起)昭60.10. 7
(決)昭60.10. 8
(施)昭60.10. 8

農業団体課

8999 9 貯金金利改正・取扱開始届 納税準備預金取扱利率の改正について 昭和６０年度
(起)昭60. 9.25
(決)昭60. 9.25
(施)昭60. 9.25

農業団体課

8999 10 貯金金利改正・取扱開始届 納税準備預金の取扱い開始について 昭和６０年度
(起)昭60. 8.28
(決)昭60. 8.28
(施)昭60. 8.28

農業団体課

9000 1 貯金金利改正届
預金利率および定期積金利回り表勤労者財産形成
年金貯金利率表の改正について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.27
(決)昭61. 3.29
(施)昭61. 3.29

農業団体課

9000 2 貯金金利改正届
預金利率および定期積金利回り表、勤労者財産形
成年金貯金利率表の改正について

昭和６０年度
(起)昭61. 3.25
(決)昭61. 3.26
(施)昭61. 3.26

農業団体課

9000 3 貯金金利改正届
昭和61年３月31日以降の預金金利に関する日本銀
行のガイドラインについて

昭和６０年度 (収)昭61. 3.28 大蔵省銀行局
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